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03061 2月12日 晴 良 （29東京1）第6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

59 ロードナカヤマ 牝3鹿 54 内田 博幸�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 464＋ 21：26．8 1．9�
47 ミンネザング 牝3鹿 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：27．43� 6．3�
816 ファステストネオ 牝3栗 54 柴山 雄一鈴木 伸昭氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 448＋ 2 〃 ハナ 23．6�
24 ヴ ィ オ ラ 牝3黒鹿54 田中 勝春 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 448－ 61：27．61� 4．5�
713 プレシャスクイン 牝3栗 54 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 466－ 6 〃 クビ 6．7	
12 オーシャンケリー 牝3鹿 54

53 ☆長岡 禎仁高橋 佑吉氏 中川 公成 浦河 地興牧場 440± 01：27．7� 52．5

815 シゲルパンダ 牝3栗 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 394＋ 21：27．8クビ 77．6�
612 フ レ ス カ 牝3栗 54 北村 宏司水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 458＋ 6 〃 ハナ 144．3�
48 ハニーロコガール 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 446＋141：27．9� 108．1

35 ノアブリジット 牝3栗 54 江田 照男佐山 公男氏 天間 昭一 日高 千葉飯田牧場 480＋121：28．43 56．8�
23 ハートブレイク 牝3鹿 54

52 △木幡 巧也髙橋照比古氏 土田 稔 浦河 王蔵牧場 424－ 8 〃 クビ 95．2�
11 スペランツァ 牝3青 54 田辺 裕信伴 仁氏 小笠 倫弘 新ひだか 前谷 武志 488± 0 〃 アタマ 15．5�
36 ポートオブコール 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 浜口牧場 448＋ 41：29．78 54．0�
611 カ レ ン 牝3栗 54 伊藤 工真�ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 468－ 61：30．01� 112．4�
714 ルビーティアラ 牝3黒鹿54 柴田 大知下河邉行信氏 小野 次郎 新ひだか 三石橋本牧場 438＋ 21：30．1� 214．2�
510 キンショーアモーレ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹礒野日出夫氏 田島 俊明 新冠 細川農場 468＋ 81：30．63 417．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，914，000円 複勝： 71，239，100円 枠連： 16，368，700円
馬連： 66，611，900円 馬単： 36，011，100円 ワイド： 44，038，300円
3連複： 100，825，000円 3連単： 140，578，800円 計： 508，586，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 320円 枠 連（4－5） 610円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 330円 �� 640円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 10，200円

票 数

単勝票数 計 329140 的中 � 133432（1番人気）
複勝票数 計 712391 的中 � 375001（1番人気）� 57428（4番人気）� 27690（5番人気）
枠連票数 計 163687 的中 （4－5） 20789（3番人気）
馬連票数 計 666119 的中 �� 82463（3番人気）
馬単票数 計 360111 的中 �� 25927（3番人気）
ワイド票数 計 440383 的中 �� 37814（3番人気）�� 17345（6番人気）�� 4518（20番人気）
3連複票数 計1008250 的中 ��� 20152（11番人気）
3連単票数 計1405788 的中 ��� 9983（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．2―49．1―1：01．8―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードナカヤマ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．10．2 中山3着

2014．4．23生 牝3鹿 母 リファールナカヤマ 母母 マルノシラオキ 6戦1勝 賞金 14，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 キウイチャン号・サクラトップビクト号・サンシンシナティ号・サンマルスイート号・デルマネライウチ号・

プロセッコ号・マーベル号・レディーフランソワ号

03062 2月12日 晴 良 （29東京1）第6日 第2競走 ��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

23 ペイシャエヴァー 牡3鹿 56
55 ☆石川裕紀人北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 474± 01：19．9 8．0�

59 サウンドストリート 牡3鹿 56 戸崎 圭太増田 雄一氏 和田 正道 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462－10 〃 クビ 4．8�

48 リンガスネオ 牡3黒鹿56 田辺 裕信伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 482＋ 41：20．21� 1．7�
510 シルバーストーン 牡3芦 56

55 ☆長岡 禎仁峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 492＋ 61：20．4� 33．1�
815 ク ロ ン ヌ 牝3栗 54 北村 宏司 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 460－ 61：20．5� 6．8�
611 ブラストビート 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B504－ 81：21．45 68．7	
36 アキラノテソーロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二氏 池上 昌和 浦河 丸幸小林牧場 472＋ 41：21．93 24．4

713 ブルーベック 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 476－ 6 〃 クビ 23．5�
47 ペ ラ ッ チ 牡3栗 56 松岡 正海荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B470＋ 2 〃 アタマ 37．5�
816 ア ロ エ 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹橋詰 弘一氏 相沢 郁 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 406＋141：22．21� 301．7

714 セイウンハニー 牝3栗 54 吉田 豊西山 茂行氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 466－ 21：22．3� 342．2�
612 ワンダフルメモリー 牝3青鹿54 西田雄一郎飯田 良枝氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 B482＋ 21：22．93� 49．5�
12 リ カ セ ン ス 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 TURH 浅野洋一郎 新ひだか 高橋 義浩 408－ 21：23．22 154．1�
11 ラブパッション 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 原田 久司 380＋14 〃 ハナ 169．8�
35 カルペディエム 牡3鹿 56 石橋 脩 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：23．73 132．1�
24 イノレンジャー 牡3鹿 56 津村 明秀井上 久光氏 柴田 政人 熊本 本田 土寿 476＋ 41：27．4大差 292．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，537，500円 複勝： 117，498，900円 枠連： 15，020，600円
馬連： 62，902，000円 馬単： 39，898，600円 ワイド： 43，227，700円
3連複： 91，803，900円 3連単： 140，982，500円 計： 544，871，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 150円 � 130円 � 110円 枠 連（2－5） 1，640円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 450円 �� 210円 �� 160円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 8，570円

票 数

単勝票数 計 335375 的中 � 33243（4番人気）
複勝票数 計1174989 的中 � 58442（3番人気）� 74054（2番人気）� 883957（1番人気）
枠連票数 計 150206 的中 （2－5） 7058（6番人気）
馬連票数 計 629020 的中 �� 22161（8番人気）
馬単票数 計 398986 的中 �� 6855（12番人気）
ワイド票数 計 432277 的中 �� 19178（5番人気）�� 52406（2番人気）�� 83385（1番人気）
3連複票数 計 918039 的中 ��� 104011（1番人気）
3連単票数 計1409825 的中 ��� 11921（23番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．1―29．9―42．5―54．5―1：06．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．4
3 3，15－4（8，9）11，10，12（6，14）16，13（2，7）5，1 4 3（15，8）－9－10（6，11，4）（14，12，16）13（2，7）5－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ペイシャエヴァー �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．1．29 東京3着

2014．5．3生 牡3鹿 母 エバーシャイニング 母母 ルヴァーガール 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イノレンジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月12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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ヒハマタノボル号・フォレルスケット号・ブライトエピローグ号

第１回 東京競馬 第６日



03063 2月12日 晴 良 （29東京1）第6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
1：33．8
1：33．3

重
良

59 ショウブニデル 牡3青鹿56 戸崎 圭太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 490－ 41：41．2 2．1�
611 レッドコマチ 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎金山 敏也氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 452＋ 61：41．41 8．9�
36 エルドールサージュ 牡3栗 56 内田 博幸原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 460－ 21：41．5� 4．6�
510 クリノヴィクトリア 牝3栗 54 村田 一誠栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 442＋ 41：42．13� 68．1�
816 ドラゴンワーグナー 牡3栗 56 北村 宏司窪田 康志氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：42．31� 11．8�
12 フォーティプリンス 牡3栗 56 今野 忠成ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 478＋ 21：42．51� 68．1�

（川崎）

612 グリュックアウフ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �グリーンファーム伊藤 大士 千歳 社台ファーム 482－141：42．7� 8．3	
24 マイネルヘミニス 牡3黒鹿56 柴田 大知 �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 464＋ 2 〃 アタマ 75．6

47 ビービーパドル 牡3鹿 56 松岡 正海坂東 勝彦氏 中舘 英二 新ひだか 中橋 清 462－ 8 〃 アタマ 242．6�
48 ヒノアカツキ 牡3栗 56 C．ルメール �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 518± 01：43．23 6．8�
23 イ ッ カ ツ 牡3鹿 56 田中 勝春松田 整二氏 新開 幸一 日高 野島牧場 546＋ 2 〃 ハナ 40．0
11 タケルブラック 牡3鹿 56 柴山 雄一森 保彦氏 池上 昌和 新冠 五丸農場 B474＋ 21：43．3� 156．5�
35 フクノディナール 牡3黒鹿 56

55 ☆長岡 禎仁福島 祐子氏 小島 茂之 日高 北田 剛 B464＋ 41：44．04 276．0�
714 フェスティヴドレス 牝3栗 54

52 △井上 敏樹臼井義太郎氏 本間 忍 新冠 細川農場 414－ 81：44．63� 367．8�
713 ワイルドマックス 牡3黒鹿56 江田 照男有馬 博文氏 池上 昌弘 浦河 三嶋牧場 B480＋ 41：44．81� 55．1�
815 ダイワファッション 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか 千代田牧場 490＋101：45．43� 168．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，541，400円 複勝： 48，032，000円 枠連： 18，502，200円
馬連： 68，807，400円 馬単： 38，015，900円 ワイド： 43，986，600円
3連複： 97，700，600円 3連単： 128，773，900円 計： 479，360，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 200円 � 130円 枠 連（5－6） 560円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 350円 �� 200円 �� 470円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 4，010円

票 数

単勝票数 計 355414 的中 � 131816（1番人気）
複勝票数 計 480320 的中 � 134484（1番人気）� 41616（4番人気）� 103233（2番人気）
枠連票数 計 185022 的中 （5－6） 25497（2番人気）
馬連票数 計 688074 的中 �� 61578（3番人気）
馬単票数 計 380159 的中 �� 21164（4番人気）
ワイド票数 計 439866 的中 �� 29848（3番人気）�� 67435（1番人気）�� 20831（6番人気）
3連複票数 計 977006 的中 ��� 80021（2番人気）
3連単票数 計1287739 的中 ��� 23227（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―37．0―50．8―1：03．7―1：16．1―1：28．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウブニデル �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．11．26 東京2着

2014．4．7生 牡3青鹿 母 キ イ レ 母母 ラブイズトゥルー 3戦1勝 賞金 9，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レオネル号
（非抽選馬） 9頭 グラスルアー号・クリノレオノール号・コトブキホーク号・ジュブリーユ号・タイムレスタイム号・

ノーティスボード号・ファウスト号・ペイシャモンタナ号・ミッキークルソラ号
※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。

03064 2月12日 晴 良 （29東京1）第6日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時40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
1：31．3
1：30．7

良
良

816 サトノマックス 牡3鹿 56 C．ルメール 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484 ―1：37．3 2．1�
24 レッドアーサー 牡3黒鹿56 武 豊 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468 ―1：37．51� 4．1�
714 フ ラ ガ リ ア 牝3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 432 ― 〃 クビ 17．5�
47 ピエスドール 牝3鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 424 ―1：37．71� 17．0�
11 メイグランデ 牝3青 54 田辺 裕信千明牧場 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 478 ―1：37．91 18．9	
48 ネオヴィットーリア 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 466 ― 〃 ハナ 87．9

611 マナツノヨノユメ 牝3鹿 54 横山 典弘國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 454 ― 〃 クビ 5．0�
23 ニシノリサイタル 牡3黒鹿56 松岡 正海西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 482 ―1：38．11� 32．1�
612 アクロスザシャイン 牝3鹿 54 北村 宏司森 保彦氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 420 ― 〃 アタマ 25．2
35 スターフラッシュ 牡3栗 56

54 △木幡 巧也中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 452 ―1：38．41� 45．9�
510 ヒラボクメジャー 牡3栗 56 村田 一誠�平田牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 490 ―1：38．72 134．2�
815 マロンクリスタル 牝3栗 54 蛯名 正義大社 聡氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 448 ― 〃 クビ 64．9�
713 サウスディアマンテ 牡3鹿 56 柴田 善臣西森 鶴氏 中川 公成 浦河 杵臼斉藤牧場 436 ―1：38．8クビ 141．8�
12 ブルーグリュック 牡3青鹿 56

53 ▲藤田菜七子 �ブルーマネジメント尾形 和幸 新ひだか 加野牧場 460 ―1：38．9� 56．8�
59 ラピッドチェンジ 牝3鹿 54 武士沢友治堀 祥子氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 446 ―1：39．0� 85．1�
36 セ ビ ー ジ ャ 牝3青鹿 54

53 ☆長岡 禎仁岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 424 ― 〃 クビ 216．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，702，300円 複勝： 40，660，500円 枠連： 18，579，800円
馬連： 64，239，100円 馬単： 36，484，000円 ワイド： 39，364，200円
3連複： 80，354，700円 3連単： 112，220，100円 計： 430，604，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 140円 � 240円 枠 連（2－8） 380円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 210円 �� 710円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 4，480円

票 数

単勝票数 計 387023 的中 � 147287（1番人気）
複勝票数 計 406605 的中 � 118715（1番人気）� 75935（2番人気）� 29697（4番人気）
枠連票数 計 185798 的中 （2－8） 37513（1番人気）
馬連票数 計 642391 的中 �� 125446（1番人気）
馬単票数 計 364840 的中 �� 46014（1番人気）
ワイド票数 計 393642 的中 �� 58125（1番人気）�� 12585（6番人気）�� 12247（7番人気）
3連複票数 計 803547 的中 ��� 35554（2番人気）
3連単票数 計1122201 的中 ��� 18129（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．5―49．7―1：02．9―1：14．7―1：25．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F34．4
3 6，10，3（2，14）8（1，16）4（5，11）（9，12）7（13，15） 4 6（10，3）（1，2，14）（8，16）（5，4，11）－（7，9，12）（13，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノマックス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Indygo Shiner 初出走

2014．2．1生 牡3鹿 母 ラシャルマンテ 母母 La Magie 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16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 ウインシャトレーヌ号・エリティエール号・グレイスニコ号・コイヲダキシメヨウ号・コーブルク号・

ジオパーククイーン号・シュケット号・ジュンウトナイ号・スタイラス号・セシルシャイン号・ソーシャライツ号・
タマモアーサー号・テーオーメーテル号・ナムラルンタ号・プリンセスアイリス号・リュイザン号



03065 2月12日 晴 良 （29東京1）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時30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
1：33．8
1：33．3

重
良

510 フォーカード 牡3栗 56 松岡 正海�KTレーシング 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 470＋ 21：38．4 10．0�
611 ブライトンロック 牡3黒鹿56 蛯名 正義坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 4 〃 クビ 17．2�
23 ロージズバード 牡3黒鹿56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 508± 01：38．71� 18．4�
47 タスクフォース 牡3鹿 56 戸崎 圭太窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 530－101：38．8クビ 4．1�
816 スターストラック 牡3黒鹿 56

54 △木幡 巧也 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 516＋ 2 〃 ハナ 55．9	

35 パレスハングリー 牝3黒鹿54 田中 勝春西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 466＋ 21：39．01� 16．7

24 サ ノ ヘ ッ ド 牡3黒鹿56 田辺 裕信佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 498± 01：39．42	 6．9�
48 サ ノ サ マ ー 牡3栗 56 大野 拓弥佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 464－ 21：39．5クビ 3．1�
11 スマートエレメンツ 牡3鹿 56 武 豊大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 500＋ 2 〃 ハナ 9．8

612 クインズコースト 牡3鹿 56 C．ルメール 亀田 和弘氏 加藤 征弘 新ひだか 大滝 康晴 470＋ 21：40．03 13．8�
59 サイドチェンジ 牡3黒鹿56 内田 博幸大塚 亮一氏 高橋 義忠 新ひだか 平野牧場 516＋ 21：40．2� 20．5�
714 アーリーサプライズ 牡3青鹿56 北村 宏司岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 496＋101：40．3� 40．2�
815 シ ロ ク ニ 牡3栗 56 江田 照男磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 B454± 0 〃 クビ 161．0�
36 
 マッシュクール 牡3黒鹿56 今野 忠成島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 488－ 21：40．72	 362．9�
（川崎）

713 ローズジャイプール 牝3栗 54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 萩澤 俊雄 442＋ 61：43．3大差 281．8�
12 フィッシャーキング 牡3鹿 56 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 浦河 有限会社

松田牧場 472＋ 21：44．25 324．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，333，000円 複勝： 58，768，000円 枠連： 25，004，300円
馬連： 86，915，800円 馬単： 40，592，500円 ワイド： 56，275，700円
3連複： 121，568，900円 3連単： 144，885，800円 計： 572，344，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 360円 � 580円 � 480円 枠 連（5－6） 2，610円

馬 連 �� 9，600円 馬 単 �� 19，060円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 2，350円 �� 4，860円

3 連 複 ��� 40，430円 3 連 単 ��� 229，340円

票 数

単勝票数 計 383330 的中 � 30378（5番人気）
複勝票数 計 587680 的中 � 45345（5番人気）� 25412（9番人気）� 31885（8番人気）
枠連票数 計 250043 的中 （5－6） 7420（10番人気）
馬連票数 計 869158 的中 �� 7011（34番人気）
馬単票数 計 405925 的中 �� 1597（70番人気）
ワイド票数 計 562757 的中 �� 4650（37番人気）�� 6227（30番人気）�� 2963（49番人気）
3連複票数 計1215689 的中 ��� 2255（121番人気）
3連単票数 計1448858 的中 ��� 458（690番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．1―12．6―13．0―12．3―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．4―48．0―1：01．0―1：13．3―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーカード �
�
父 サマーバード �

�
母父 Kingmambo デビュー 2016．7．9 中京1着

2014．5．19生 牡3栗 母 キングズラヴ 母母 Love From the Air 5戦2勝 賞金 14，920，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィッシャーキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月12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。

03066 2月12日 晴 良 （29東京1）第6日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時00分 （芝・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 7，500，000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
2：22．1
2：22．1

良
良

34 デ ナ リ 牡4黒鹿56 戸崎 圭太寺田千代乃氏 田村 康仁 新冠 高瀬牧場 B486± 02：27．4 3．3�
47 マイネルクラフト 牡4黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム B482＋ 42：27．5� 9．9�
58 カ マ ク ラ 牝4黒鹿54 四位 洋文市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 458＋ 42：27．6	 4．3�
815 クラウンマグマ 牡4黒鹿 56

54 △木幡 巧也矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 470－ 22：27．7� 8．1�
46 クワッドアクセル 牡5栗 57

54 ▲野中悠太郎�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 472－102：28．12� 54．6�
59 ラ ム レ イ 牝5鹿 55 北村 宏司山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 486＋ 22：28．2� 35．1	
35 アスコットチャンプ 牡4栗 56 田中 勝春星野 
男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 アタマ 6．4�
23 イルフォーコン 牡4黒鹿56 松岡 正海 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 452－ 4 〃 ハナ 68．9�
610 ブライトガーランド 牝4栗 54 江田 照男下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 490＋ 8 〃 アタマ 110．9
713
 メルドオール 牡5鹿 57 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 日高 浦新 徳司 454＋122：28．41 20．7�
22 クインズクオーツ 牡4栗 56

54 △井上 敏樹 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 454－ 82：28．61� 22．9�
712 スピアザゴールド �4鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－10 〃 アタマ 8．7�
611 トーホウデサント 牡4鹿 56 津村 明秀東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 488－ 42：29．55 134．0�
11 ルノンキュール 牝5黒鹿55 C．ルメール 山本 剛史氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 488± 02：30．13� 19．4�
814
 デ ス マ ッ チ 牡4鹿 56

55 ☆長岡 禎仁泉 一郎氏 石栗 龍彦 むかわ ヤマイチ牧場 480± 02：30．52� 270．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，394，200円 複勝： 49，924，400円 枠連： 22，255，000円
馬連： 84，622，600円 馬単： 37，720，600円 ワイド： 48，909，100円
3連複： 103，757，900円 3連単： 125，085，600円 計： 507，669，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 240円 � 160円 枠 連（3－4） 1，220円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 780円 �� 380円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 13，060円

票 数

単勝票数 計 353942 的中 � 85615（1番人気）
複勝票数 計 499244 的中 � 86184（2番人気）� 45220（6番人気）� 90229（1番人気）
枠連票数 計 222550 的中 （3－4） 14033（5番人気）
馬連票数 計 846226 的中 �� 30922（8番人気）
馬単票数 計 377206 的中 �� 8036（13番人気）
ワイド票数 計 489091 的中 �� 15510（9番人気）�� 36155（1番人気）�� 13553（11番人気）
3連複票数 計1037579 的中 ��� 29014（4番人気）
3連単票数 計1250856 的中 ��� 6942（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．7―37．5―50．2―1：02．6―1：14．7―1：27．1―1：39．4―1：51．5―2：03．1―2：15．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
・（4，10）（1，12）（8，13）（2，9）（6，15）14（3，7）5－11
4（10，12）（1，13）（8，9，15）（14，7）（2，5）6－（3，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デ ナ リ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2015．12．19 中山2着

2013．4．17生 牡4黒鹿 母 ランフォザドリーム 母母 ミルフォードスルー 7戦2勝 賞金 19，400，000円
〔発走状況〕 メルドオール号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。



03067 2月12日 晴 良 （29東京1）第6日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�

本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 925，000
925，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

23 リベルタンゴ 牝5栗 55
52 ▲菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B530－ 41：26．0 12．9�

35 ハヤブサレディゴー 牝4栗 55 田辺 裕信武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 484－ 21：26．1� 7．3�
36 コスモエルデスト 牝6鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 B470－ 41：26．41� 8．1�
24 トミケンチャダル 牝5鹿 55 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 服部 牧場 B494＋16 〃 ハナ 116．2�
59 アオイサンシャイン 牝4黒鹿55 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－ 2 〃 同着 2．2�
12 レアファインド 牝4鹿 55 吉田 豊	G1レーシング 田村 康仁 千歳 社台ファーム 474＋10 〃 ハナ 31．6

48 オヒアレフア 牝4青鹿55 村田 一誠	錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 442± 0 〃 ハナ 30．6�
612 ホッコーヴァール 牝5黒鹿55 松岡 正海北幸商事	 松永 康利 日高 川端 正博 544＋ 21：26．71� 4．7�
713 ラ ブ タ ー ボ 牝4鹿 55 石橋 脩田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 438＋ 61：26．91� 24．5
816 ミッキーオフィサー 牝4鹿 55 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 61：27．75 12．6�
47 アルマククナ 牝4鹿 55 柴山 雄一コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 大西ファーム 432＋ 21：27．91� 51．9�
11 ファニーヒロイン 牝4栗 55 四位 洋文青芝商事	 戸田 博文 千歳 社台ファーム 482－ 21：28．0� 36．1�
510	 ピクシーカフェ 牝4鹿 55

53 △木幡 巧也西川 恭子氏 小島 太 むかわ 市川牧場 428＋ 11：28．2� 92．9�
714	 ギフトアワード 牝4鹿 55 西田雄一郎飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 426－161：28．3� 115．1�
815	 ヴ ォ ー チ ェ 牝4栗 55 江田 照男トニー倶楽部 星野 忍 浦河トラストスリーファーム 474－ 11：28．4クビ 244．8�
611	 プ ラ セ ン タ 牝5青鹿55 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 466＋ 41：28．61 228．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，290，100円 複勝： 55，795，700円 枠連： 24，601，100円
馬連： 90，651，900円 馬単： 42，706，000円 ワイド： 53，305，700円
3連複： 123，234，600円 3連単： 158，000，600円 計： 586，585，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 350円 � 300円 � 260円 枠 連（2－3） 2，060円

馬 連 �� 5，200円 馬 単 �� 12，070円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，320円 �� 890円

3 連 複 ��� 11，810円 3 連 単 ��� 71，990円

票 数

単勝票数 計 382901 的中 � 23693（6番人気）
複勝票数 計 557957 的中 � 39928（5番人気）� 48894（4番人気）� 59898（3番人気）
枠連票数 計 246011 的中 （2－3） 9239（8番人気）
馬連票数 計 906519 的中 �� 13495（18番人気）
馬単票数 計 427060 的中 �� 2653（40番人気）
ワイド票数 計 533057 的中 �� 7688（20番人気）�� 10349（13番人気）�� 15829（8番人気）
3連複票数 計1232346 的中 ��� 7822（35番人気）
3連単票数 計1580006 的中 ��� 1591（199番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．7―12．6―12．7―12．4―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リベルタンゴ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Pure Prize デビュー 2014．8．10 小倉12着

2012．2．14生 牝5栗 母 オ ジ ャ グ ワ 母母 Open Secrets 14戦3勝 賞金 23，750，000円
〔発走状況〕 トミケンチャダル号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 トミケンチャダル号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ジャルーズ号・ホーリーフルーツ号

03068 2月12日 晴 良 （29東京1）第6日 第8競走 ��2，100�サラブレッド系4歳以上
発走14時00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 7，500，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

12 クロノスタシス 牡4芦 56 内田 博幸 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 520－ 22：12．5 5．5�
36 ノースランドボーイ �5青 57 C．ルメール 河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 B500－ 42：12．71 5．5�
612 エリモグレイス 牡4鹿 56 松岡 正海山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 496－ 62：13．33� 18．2�
815 レ オ ニ ー ズ 牡6鹿 57 吉田 豊 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 62：13．4� 15．2�
611 ディリゲント 牡4黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新ひだか 静内フアーム 514－ 22：13．82� 30．0	
714 カ ブ キ モ ノ 牡4黒鹿56 柴山 雄一國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B508－ 22：14．01� 17．9

35 ワイルドダンサー 牡5鹿 57 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 500＋ 22：14．1クビ 4．6�
23 ボ ー シ エ ル 牡4黒鹿56 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム B522－ 42：14．31� 10．9�
59 イントゥザターフ 牡4鹿 56 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 480＋222：14．51� 33．6
816 パッショネイトラン 牡5鹿 57 戸崎 圭太米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 長谷部牧場 544± 0 〃 ハナ 3．7�
47 エバーパッション 牝4青鹿 54

52 △木幡 巧也宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 432± 02：15．45 98．2�
510 カズノテナンゴ 牡5栗 57

54 ▲野中悠太郎鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 494± 02：15．72 212．4�
713 ダイリュウハヤテ 牡4鹿 56 武士沢友治大野 龍氏 古賀 史生 新ひだか 木田牧場 532＋ 22：16．01	 55．9�
24 ウインドオブホープ �4栗 56 四位 洋文�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 536＋102：17．06 216．4�
11 メイショウフェイク 牡5鹿 57 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B514＋ 62：17．1	 39．0�
48 
 トキメキユキチャン 牝4青鹿54 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 440＋ 22：17．2� 87．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，903，200円 複勝： 67，239，900円 枠連： 32，995，000円
馬連： 113，469，900円 馬単： 47，140，100円 ワイド： 63，987，900円
3連複： 144，036，100円 3連単： 175，566，800円 計： 689，338，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 210円 � 320円 枠 連（1－3） 750円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，720円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 30，960円

票 数

単勝票数 計 449032 的中 � 64175（4番人気）
複勝票数 計 672399 的中 � 88215（4番人気）� 88724（3番人気）� 47906（5番人気）
枠連票数 計 329950 的中 （1－3） 33672（2番人気）
馬連票数 計1134699 的中 �� 46736（6番人気）
馬単票数 計 471401 的中 �� 11197（11番人気）
ワイド票数 計 639879 的中 �� 22443（6番人気）�� 9360（21番人気）�� 11007（18番人気）
3連複票数 計1440361 的中 ��� 12918（27番人気）
3連単票数 計1755668 的中 ��� 4110（99番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．0―12．0―12．5―13．2―13．0―12．9―12．6―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．5―30．5―42．5―55．0―1：08．2―1：21．2―1：34．1―1：46．7―1：59．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クロノスタシス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．5．28 東京1着

2013．4．3生 牡4芦 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 4戦2勝 賞金 14，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



03069 2月12日 晴 良 （29東京1）第6日 第9競走 ��
��1，400�

ひ ば り

雲雀ステークス
発走14時35分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

44 サ ザ ナ ミ 牝5鹿 55 C．ルメール �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 424＋ 61：22．5 3．6�
810 アルジャンテ 牝4芦 55 横山 典弘 �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 8 〃 クビ 3．9�
77 ドラゴンストリート 牡6鹿 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 474－101：22．6� 11．9�
66 ユキノアイオロス 	9鹿 57 北村 宏司井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 476－ 61：22．7クビ 37．0�
55 
 エ ル ゴ レ ア 牝6鹿 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：22．8� 6．1	
78 ダイワダッチェス 牝4鹿 55 戸崎 圭太大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 480－ 6 〃 アタマ 3．1

89 セイクレットレーヴ 牡8鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 480－ 81：22．9� 42．0�
11 ゴールドペガサス 牡5鹿 57 大野 拓弥 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 482＋ 41：23．0� 10．6�
22 クリノタカラチャン 牝7黒鹿55 野中悠太郎栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 420－ 61：23．42� 126．0
33 ワンダーロード 牡7青鹿57 勝浦 正樹伊東 純一氏 尾形 充弘 新冠 隆栄牧場 488＋121：24．25 103．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 50，934，500円 複勝： 60，687，500円 枠連： 20，253，900円
馬連： 127，582，200円 馬単： 65，410，900円 ワイド： 60，223，800円
3連複： 141，687，100円 3連単： 285，052，600円 計： 811，832，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 160円 � 280円 枠 連（4－8） 710円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 290円 �� 690円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 9，980円

票 数

単勝票数 計 509345 的中 � 111276（2番人気）
複勝票数 計 606875 的中 � 136206（1番人気）� 105619（3番人気）� 42669（6番人気）
枠連票数 計 202539 的中 （4－8） 22004（3番人気）
馬連票数 計1275822 的中 �� 127067（3番人気）
馬単票数 計 654109 的中 �� 34348（5番人気）
ワイド票数 計 602238 的中 �� 58776（3番人気）�� 20886（11番人気）�� 19536（12番人気）
3連複票数 計1416871 的中 ��� 39258（11番人気）
3連単票数 計2850526 的中 ��� 20696（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．4―36．6―48．8―1：00．0―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．7
3 ・（5，8）（1，3）10，4（2，7）（9，6） 4 5，8（1，10）（3，4，7）2（9，6）

勝馬の
紹 介

サ ザ ナ ミ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Peintre Celebre デビュー 2014．8．3 新潟4着

2012．2．20生 牝5鹿 母 クーデンビーチ 母母 Joyful 13戦5勝 賞金 76，402，000円

03070 2月12日 晴 良 （29東京1）第6日 第10競走 ��
��1，400�バレンタインステークス

発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200
万円毎1�増

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

816 ブラゾンドゥリス 牡5鹿 56 内田 博幸 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 530＋ 41：24．0 4．1�

59 � ベストマッチョ 牡4黒鹿56 C．ルメール 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米
Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

492＋ 21：24．1	 3．7�
48 ディーズプラネット 牝4芦 54 横山 典弘秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 498＋ 2 〃 クビ 16．8�
24 エイシンヴァラー 牡6鹿 57 石橋 脩�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 518＋ 61：24．3
 37．9�
12 マッチレスヒーロー 牡6栗 56 柴田 大知�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B490＋10 〃 ハナ 16．4	
510� ソルティコメント 牡5栗 56 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 米 Craig B.

Singer 464＋ 2 〃 クビ 5．9

47 スーサンジョイ 牡5鹿 56 大野 拓弥林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 526＋10 〃 ハナ 7．3�
11 サ ノ イ チ 牡6鹿 56 田辺 裕信佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 B484－ 41：24．4クビ 30．9�
35 ビッグリバティ 牡8青鹿56 柴山 雄一�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 528＋ 21：24．5	 64．5
713� サトノプリンシパル �7鹿 57 武士沢友治里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida B544－ 61：24．71� 119．5�
23 トミケンユークアイ �8黒鹿56 吉田 豊冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 504＋ 6 〃 クビ 131．4�
36 プリムラブルガリス 牡7鹿 56 田中 勝春吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 498＋ 41：24．91� 101．5�
612 カ ゼ ノ コ 牡6鹿 57 武 豊嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 464＋ 41：25．21	 7．0�
611 ビービーバーレル 牝4栗 54 松岡 正海坂東 勝彦氏 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 B494－ 61：26．58 58．4�
714� チャーリーブレイヴ �7鹿 57 石川裕紀人林 正道氏 尾関 知人 米 Mike

Abraham 496± 01：26．92	 18．7�
815 フレイムヘイロー �9栗 57 西田雄一郎�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 488＋141：27．96 255．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，739，000円 複勝： 105，567，400円 枠連： 55，732，600円
馬連： 238，987，700円 馬単： 95，481，900円 ワイド： 114，093，900円
3連複： 322，710，200円 3連単： 453，227，800円 計： 1，457，540，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 170円 � 340円 枠 連（5－8） 440円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，100円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 17，130円

票 数

単勝票数 計 717390 的中 � 139116（2番人気）
複勝票数 計1055674 的中 � 209770（1番人気）� 175174（2番人気）� 61103（7番人気）
枠連票数 計 557326 的中 （5－8） 96791（1番人気）
馬連票数 計2389877 的中 �� 229335（1番人気）
馬単票数 計 954819 的中 �� 42242（2番人気）
ワイド票数 計1140939 的中 �� 98885（1番人気）�� 25064（13番人気）�� 18214（17番人気）
3連複票数 計3227102 的中 ��� 57895（10番人気）
3連単票数 計4532278 的中 ��� 19174（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．4―47．4―59．1―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラゾンドゥリス �
�
父 ノボジャック �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2014．12．20 中京6着

2012．6．2生 牡5鹿 母 ブライアンズソノ 母母 シスターソノ 17戦6勝 賞金 117，218，000円
〔制裁〕 サトノプリンシパル号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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） 1頭 ナンチンノン号
（非抽選馬） 2頭 フィールザスマート号・ポッドガイ号

２レース目



03071 2月12日 晴 良 （29東京1）第6日 第11競走 ��
��1，800�第51回共 同 通 信 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （トキノミノル記念） （芝・左）
3歳，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1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

共同通信社賞（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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

11 スワーヴリチャード 牡3栗 56 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：47．5 3．1�
78 エトルディーニュ 牡3青鹿56 柴山 雄一柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 484± 01：47．92	 25．6�
44 ムーヴザワールド 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 508± 0 〃 アタマ 2．8�
33 タイセイスターリー 牡3鹿 56 C．ルメール 田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 516－ 8 〃 ハナ 5．7�
22 ディアシューター 牡3黒鹿56 田辺 裕信ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 500± 0 〃 アタマ 73．3	
55 エアウィンザー 牡3黒鹿56 武 豊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 502＋ 21：48．11
 4．0

67 ビルズトレジャー 牝3鹿 54 田中 勝春島井新一郎氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 472± 01：48．2	 45．3�
79 チャロネグロ 牡3黒鹿56 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498－ 41：48．41
 23．7�

810 アサギリジョー 牡3鹿 56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 486± 0 〃 クビ 28．0
66 エテレインミノル 牡3鹿 56 石橋 脩吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 474± 01：48．93 140．6�
811� サイバーエレキング 牡3鹿 56 今野 忠成太田 好則氏 佐々木洋一 浦河 ヒダカフアーム B470－ 71：50．17 264．3�

（大井） （川崎）

（11頭）

売 得 金
単勝： 211，920，000円 複勝： 211，019，500円 枠連： 92，886，400円 馬連： 598，689，600円 馬単： 330，113，500円
ワイド： 260，375，000円 3連複： 833，736，500円 3連単： 2，064，179，600円 5重勝： 431，323，300円 計： 5，034，243，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 310円 � 120円 枠 連（1－7） 1，910円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 4，860円

ワ イ ド �� 730円 �� 190円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 16，620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����� 365，970円

票 数

単勝票数 計2119200 的中 � 536301（2番人気）
複勝票数 計2110195 的中 � 481000（2番人気）� 107084（5番人気）� 575102（1番人気）
枠連票数 計 928864 的中 （1－7） 37591（8番人気）
馬連票数 計5986896 的中 �� 135817（9番人気）
馬単票数 計3301135 的中 �� 50930（16番人気）
ワイド票数 計2603750 的中 �� 77891（7番人気）�� 457208（1番人気）�� 77466（8番人気）
3連複票数 計8337365 的中 ��� 276453（5番人気）
3連単票数 計20641796 的中 ��� 90017（47番人気）
5重勝票数 差引計4313233（返還計1675873） 的中 ����� 825

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．0―48．3―1：00．6―1：12．8―1：24．4―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴリチャード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．9．11 阪神2着

2014．3．10生 牡3栗 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 4戦2勝 賞金 59，314，000円
※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。

03072 2月12日 晴 良 （29東京1）第6日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

79 ペガサスボス 牡5黒鹿57 田辺 裕信�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 538± 01：35．0 2．6�
33 ナ ヴ ィ オ ン 牡5鹿 57

56 ☆石川裕紀人�橋口 手塚 貴久 日高 浜本牧場 484＋24 〃 クビ 7．6�
22 チョコレートバイン 牝6鹿 55 C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 444－ 81：35．53 4．7�
55 スパーブデイ 牡6鹿 57 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 530－ 2 〃 ハナ 21．4�
11 ミッキーグッドネス 牝4鹿 55 武 豊野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 410－ 61：35．6クビ 7．4	
68 オンザロックス 牡4鹿 57 内田 博幸稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 482＋ 4 〃 クビ 8．8

56 サーストンコラルド 牡6鹿 57 吉田 豊齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 B470－ 21：35．91� 13．2�
811 ダイワスキャンプ 	5鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 434＋ 6 〃 ハナ 29．2�
812 サトノフェラーリ 牡6鹿 57 戸崎 圭太里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 16．5
44 ストリートキャップ 牡5芦 57 石橋 脩 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 488－ 6 〃 クビ 20．2�
710 サ マ ー ラ ヴ 牡6黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎�Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム B464＋ 61：36．32 214．7�
67 ヨ イ ミ ヤ 牝4栗 55 江田 照男�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 41：36．51
 50．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 100，440，300円 複勝： 113，820，300円 枠連： 53，720，500円
馬連： 248，862，600円 馬単： 113，861，300円 ワイド： 134，446，700円
3連複： 327，642，000円 3連単： 570，937，000円 計： 1，663，730，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 240円 � 160円 枠 連（3－7） 1，840円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 500円 �� 250円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 9，140円

票 数

単勝票数 計1004403 的中 � 297853（1番人気）
複勝票数 計1138203 的中 � 272119（1番人気）� 94524（6番人気）� 183355（2番人気）
枠連票数 計 537205 的中 （3－7） 22598（7番人気）
馬連票数 計2488626 的中 �� 130865（5番人気）
馬単票数 計1138613 的中 �� 37347（7番人気）
ワイド票数 計1344467 的中 �� 66146（4番人気）�� 155269（1番人気）�� 35182（12番人気）
3連複票数 計3276420 的中 ��� 109055（4番人気）
3連単票数 計5709370 的中 ��� 45241（16番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―12．2―12．0―11．4―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．1―48．3―1：00．3―1：11．7―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペガサスボス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダイナガリバー デビュー 2014．7．6 中京1着

2012．4．1生 牡5黒鹿 母 ファイトガリバー 母母 ビユーテイマリヤ 17戦3勝 賞金 49，096，000円
〔発走状況〕 ヨイミヤ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 スパーブデイ号の騎手勝浦正樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・1番）

５レース目



（29東京1）第6日 2月12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 176頭 本 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

264，890，000円
16，160，000円
1，420，000円
31，190，000円
71，245，500円
4，763，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
732，649，500円
1，000，253，200円
395，920，100円
1，852，342，700円
923，436，400円
962，234，600円
2，489，057，500円
4，499，491，100円
431，323，300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 13，286，708，400円

総入場人員 34，289名 （有料入場人員 32，724名）
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