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03085 2月19日 晴 良 （29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）
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

24 スピーディクール 牡3栗 56 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 474＋ 41：27．3 4．8�
816� セイウンチャーム 牝3鹿 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 手塚 貴久 米 H. Allen

Poindexter 472＋ 21：27．4� 3．1�
714 マーブルフラッシュ 牡3栗 56

54 △井上 敏樹西村 專次氏 田島 俊明 平取 赤石牧場 454－ 21：27．82	 48．9�
815� バンケットスクエア 牡3黒鹿56 内田 博幸飯田 正剛氏 矢野 英一 米 Dr. Masa-

take Iida 490－ 61：27．9クビ 6．5�
611 ビッグヒット 牡3鹿 56 柴山 雄一小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 476－ 4 〃 クビ 6．6�
36 サンマルアルティマ 牡3黒鹿56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 中村 雅明 480＋ 4 〃 ハナ 34．7	
59 フェザーリング 牝3鹿 54 石橋 脩 
社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム B446－ 41：28．21	 116．3�
48 ラッキーパンチ 牡3鹿 56 M．デムーロ田島榮二郎氏 矢野 英一 日高 坂 牧場 B488－ 6 〃 ハナ 8．4�
510 パシオンシャンス 牝3栗 54 江田 照男ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 猿橋 義昭 450± 01：28．51� 62．1
11 デルマイヨマンテ 牡3栗 56 田中 勝春浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 464± 01：28．6� 280．0�
12 デ ィ ー チ ェ 牝3栗 54

53 ☆石川裕紀人�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 444± 01：29．45 36．9�
47 プリンセスナナコ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 根本 康広 浦河 浦河日成牧場 434＋ 4 〃 クビ 47．5�
23 トランプカード 牡3栗 56 柴田 善臣平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 456－ 8 〃 ハナ 7．2�
612 ハッピーサンディー 牝3栗 54

52 △木幡 巧也 
高木競走馬育成牧場 小笠 倫弘 洞
湖 レイクヴィラファーム 466－ 81：29．5クビ 112．7�
713 ダノンスウィート 牝3栗 54 北村 宏司�ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 400± 01：29．6	 53．8�
35 トミケンフリンク 牡3栗 56 吉田 豊冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 原口牧場 464＋261：29．81	 90．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，012，900円 複勝： 48，367，300円 枠連： 21，210，100円
馬連： 66，510，600円 馬単： 34，526，900円 ワイド： 44，350，900円
3連複： 99，445，400円 3連単： 115，588，100円 計： 461，012，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 150円 � 1，020円 枠 連（2－8） 290円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 380円 �� 3，470円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 11，630円 3 連 単 ��� 60，630円

票 数

単勝票数 計 310129 的中 � 50973（2番人気）
複勝票数 計 483673 的中 � 78110（2番人気）� 104261（1番人気）� 8293（9番人気）
枠連票数 計 212101 的中 （2－8） 54836（1番人気）
馬連票数 計 665106 的中 �� 70150（1番人気）
馬単票数 計 345269 的中 �� 14506（4番人気）
ワイド票数 計 443509 的中 �� 33726（1番人気）�� 3060（29番人気）�� 4192（21番人気）
3連複票数 計 994454 的中 ��� 6410（28番人気）
3連単票数 計1155881 的中 ��� 1382（164番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．6―48．5―1：01．0―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピーディクール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．9．25 中山12着

2014．4．14生 牡3栗 母 ローズアライヴァル 母母 バ ル バ ラ 6戦1勝 賞金 9，600，000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） 2頭 クモノカヨイジ号・ケイティクエスト号
（非抽選馬） 8頭 アドバンスクライ号・ガッテンパートナー号・ストロングボー号・ソルオリーヴァ号・ノーブルデザイア号・

ミッキースプリング号・ヨッテケ号・レディーフランソワ号

03086 2月19日 晴 良 （29東京1）第8日 第2競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走10時35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

510 エムオーグリッタ 牡3鹿 56 北村 宏司大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 488－ 62：16．0 2．3�
11 ヤマニンバンタジオ �3栗 56 嘉藤 貴行土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 512－ 42：16．42� 3．5�
24 ワンナイトインパリ 牡3鹿 56 石橋 脩青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B492＋ 22：16．71� 11．0�
12 ラ ボ ー ナ 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 528－14 〃 クビ 6．2�
611 ヨ シ ヒ コ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム 486＋ 62：16．8� 26．7	
47 アルーリングデイズ �3黒鹿 56

54 △木幡 巧也 �社台レースホース武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－102：16．9クビ 13．4


23 センノギモーヴ 牝3栗 54
51 ▲菊沢 一樹浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 416－ 82：17．0� 56．3�

36 トゥザキングダム 牡3青鹿56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 田島 俊明 安平 追分ファーム 472＋ 4 〃 ハナ 53．9�
59 ザ イ マ カ 牡3栗 56 藤岡 佑介山住 勲氏 伊藤 大士 伊達 高橋農場 480－ 22：17．21� 107．3
714 ドリームキャンパス 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹堀口 晴男氏 新開 幸一 日高 ヤナガワ牧場 480－ 42：17．62 217．7�
713 ローレルモナルカ 牡3青鹿56 内田 博幸 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 512± 0 〃 クビ 14．1�
816 ジャストヒーロー 牡3黒鹿56 達城 龍次密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 464－ 42：17．7クビ 400．4�

（大井）

35 フ ァ ウ ス ト 牡3鹿 56 岩部 純二清水 敏氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 472＋ 62：18．12� 269．8�
612 サ ノ リ ュ ウ 牡3鹿 56 勝浦 正樹佐野 信幸氏 堀井 雅広 浦河 鎌田 正嗣 476－ 22：18．31 320．9�
815 ヤマニンリュネビル 牝3栗 54 柴田 善臣土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 500± 02：20．3大差 20．9�
48 コロリアージュ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 新井 昭二 438± 0 〃 アタマ 143．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，332，900円 複勝： 40，108，500円 枠連： 19，531，700円
馬連： 67，822，800円 馬単： 35，569，800円 ワイド： 41，270，300円
3連複： 93，678，200円 3連単： 119，834，300円 計： 449，148，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 190円 枠 連（1－5） 220円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 170円 �� 370円 �� 420円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，390円

票 数

単勝票数 計 313329 的中 � 106542（1番人気）
複勝票数 計 401085 的中 � 111418（1番人気）� 90081（2番人気）� 38182（3番人気）
枠連票数 計 195317 的中 （1－5） 66386（1番人気）
馬連票数 計 678228 的中 �� 148328（1番人気）
馬単票数 計 355698 的中 �� 43345（1番人気）
ワイド票数 計 412703 的中 �� 77146（1番人気）�� 24780（2番人気）�� 21754（4番人気）
3連複票数 計 936782 的中 ��� 88322（1番人気）
3連単票数 計1198343 的中 ��� 36299（1番人気）

ハロンタイム 7．2―11．9―12．8―13．1―13．3―13．7―13．1―13．4―12．7―12．3―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―19．1―31．9―45．0―58．3―1：12．0―1：25．1―1：38．5―1：51．2―2：03．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F37．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

エムオーグリッタ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ワ レ ン ダ ー デビュー 2016．11．27 東京5着

2014．3．27生 牡3鹿 母 ワレンダラッド 母母 マルゼンラッド 5戦1勝 賞金 8，450，000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 アスカショウダイ号・イーゼル号・コスモカンナム号・シンパンジャ号・ダウンザライン号・トーホウカンタール号・

バトルオスカー号・ボヌールバトー号
※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８日



03087 2月19日 晴 良 （29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05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

816 セイカチトセ 牡3黒鹿56 岩田 康誠久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B478＋ 21：25．5 15．3�
714 アフターバーナー 牡3鹿 56 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B506－ 2 〃 アタマ 4．3�
713 ハルクンノテソーロ 牡3黒鹿56 和田 竜二了德寺健二氏 高木 登 新冠 長浜牧場 476± 01：25．6クビ 8．5�
47 アメイズミー 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也�G1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 462± 01：26．55 22．1�

48 ブラックランナー 牡3鹿 56 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 464± 01：26．6� 9．5�

59 シーエーパイロット 牝3黒鹿54 戸崎 圭太小林 弘明氏 勢司 和浩 平取 坂東牧場 474－ 21：26．7クビ 3．5	
35 ジ ョ ワ イ ユ 牝3鹿 54 内田 博幸�ラ・メール 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 460－ 2 〃 クビ 58．7

11 レッドオーガー 牡3鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 486＋ 61：26．8クビ 3．2�
23 アースヴィグラス 牝3鹿 54 田中 勝春松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 432＋ 61：27．54 65．7�
36 スッチェッソ 牝3栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 61：27．6� 232．6
12 シャイニードライヴ 牡3鹿 56 勝浦 正樹小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 450－ 2 〃 クビ 212．7�
24 ファンヴィー 牡3栗 56 藤岡 康太猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 514－121：27．81� 60．9�
510 ジ ョ イ フ ル 牡3鹿 56 蛯名 正義 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－ 41：28．01� 104．6�
612 ユニルドール 牝3栗 54 柴山 雄一大塚 亮一氏 池上 昌弘 新ひだか 中田 英樹 440＋ 21：28．21 335．5�
611� ギ ン チ ャ ン 牝3鹿 54 江田 照男阿部榮乃進氏 星野 忍 厚真 阿部 栄乃進 442± 01：28．73 360．7�
815 レイクキャリー 牝3青鹿54 吉田 豊 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 442－ 41：28．91� 33．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，421，000円 複勝： 48，815，900円 枠連： 21，651，400円
馬連： 76，733，200円 馬単： 40，561，000円 ワイド： 47，119，600円
3連複： 106，410，500円 3連単： 137，217，600円 計： 516，930，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 310円 � 190円 � 270円 枠 連（7－8） 1，370円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 6，290円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，300円 �� 490円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 35，350円

票 数

単勝票数 計 384210 的中 � 19960（6番人気）
複勝票数 計 488159 的中 � 37800（6番人気）� 75277（3番人気）� 45038（5番人気）
枠連票数 計 216514 的中 （7－8） 12196（7番人気）
馬連票数 計 767332 的中 �� 24037（11番人気）
馬単票数 計 405610 的中 �� 4833（25番人気）
ワイド票数 計 471196 的中 �� 14909（11番人気）�� 8847（15番人気）�� 26295（3番人気）
3連複票数 計1064105 的中 ��� 18313（13番人気）
3連単票数 計1372176 的中 ��� 2814（114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．4―48．4―1：01．0―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイカチトセ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 レジエンドテイオー デビュー 2016．6．4 東京6着

2014．4．5生 牡3黒鹿 母 セイカシミズダニ 母母 キオイルビー 13戦2勝 賞金 16，550，000円
〔制裁〕 ブラックランナー号の騎手幸英明は，発馬機内での御法（突進された）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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハシルキセキ号

03088 2月19日 晴 良 （29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35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

510 アルチレイロ 牡3青鹿 56
55 ☆石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 460＋ 41：36．1 12．3�

612 サトノジーガー 牡3鹿 56 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 日高 下河辺牧場 414－ 2 〃 クビ 6．1�
59 ミルキークォーツ 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 408± 01：36．2� 8．1�
24 キングリッド 牡3鹿 56 松岡 正海吉田 安惠氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム 450＋ 41：36．41 1．8�
12 オ ピ ニ オ ン 牝3芦 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 浦河 辻 牧場 474＋ 2 〃 アタマ 65．2	
815 ベストティアーズ 牝3青 54 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 太 むかわ 上水牧場 484＋ 81：36．5� 38．8

35 スカイライト 牡3鹿 56 横山 典弘下河�美智子氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 486＋ 4 〃 クビ 14．3�
713 グラスハーモニー 牝3鹿 54 戸崎 圭太半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 494＋16 〃 ハナ 8．4
36 テ ィ ラ ー ル 牝3鹿 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 アラキフアーム 440± 01：36．71� 18．1�
611 ロングバージョン 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也 �スピードファーム小西 一男 新冠 スピードフアーム 446－201：36．8� 226．9�
23 ミヲツクシテヤ 牝3鹿 54 和田 竜二内田 玄祥氏 金成 貴史 登別 ユートピア牧場 438－10 〃 アタマ 306．1�
714 プリンセスラグーン 牝3栗 54 北村 宏司吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 428＋ 81：37．0� 107．8�
48 ナチュラルシンジュ 牝3栗 54 伊藤 工真 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 448＋14 〃 クビ 117．6�
816 エイブルサラ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 436± 01：37．32 33．5�
47 モンスーンジャイア 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 浦河小林牧場 448± 01：37．83 331．2�
11 チビッコギャング 牡3黒鹿 56

54 △井上 敏樹村上 義勝氏 中舘 英二 新冠 大狩部牧場 396＋ 21：37．9� 299．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，416，900円 複勝： 56，588，600円 枠連： 20，809，000円
馬連： 80，895，800円 馬単： 46，369，200円 ワイド： 53，324，700円
3連複： 107，965，500円 3連単： 154，597，700円 計： 560，967，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 270円 � 190円 � 230円 枠 連（5－6） 1，220円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 7，720円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，390円 �� 670円

3 連 複 ��� 6，120円 3 連 単 ��� 47，930円

票 数

単勝票数 計 404169 的中 � 26272（5番人気）
複勝票数 計 565886 的中 � 49488（5番人気）� 84343（2番人気）� 62893（3番人気）
枠連票数 計 208090 的中 （5－6） 13144（5番人気）
馬連票数 計 808958 的中 �� 21730（10番人気）
馬単票数 計 463692 的中 �� 4501（24番人気）
ワイド票数 計 533247 的中 �� 19418（9番人気）�� 9510（17番人気）�� 20997（8番人気）
3連複票数 計1079655 的中 ��� 13210（20番人気）
3連単票数 計1545977 的中 ��� 2338（153番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．8―12．5―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．6―48．4―1：00．9―1：12．6―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルチレイロ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．9．24 中山4着

2014．4．30生 牡3青鹿 母 ウ イ ッ チ 母母 エレンディラ 6戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 サトノジーガー号の騎手蛯名正義は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※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 ヘヴントゥナイト号



03089 2月19日 晴 良 （29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25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
1：43．9

良
良

611 ウインシャトレーヌ 牝3栗 54 内田 博幸�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 476 ―1：51．4 2．7�
35 コイヲダキシメヨウ 牝3鹿 54 柴山 雄一�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 476 ―1：51．61� 20．2�
48 サマープリンス 牡3黒鹿56 津村 明秀前田 亘輝氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 480 ―1：51．92 46．1�
713 コ ー ブ ル ク 牡3栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 496 ―1：52．11 21．6�
815 ショウナンアリスト 牡3黒鹿56 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 田中 裕之 498 ― 〃 クビ 10．1	
47 テーオーメーテル 牝3鹿 54 武 豊小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 482 ― 〃 ハナ 2．8

714 グレイスニコ 牝3栗 54 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 462 ―1：52．2� 25．6�
59 ジオパーククイーン 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹小関 勝紀氏 田中 剛 様似 様似共栄牧場 426 ― 〃 クビ 124．1
12 デルマキミコイシ 牡3芦 56

54 △木幡 巧也浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 504 ―1：52．51	 87．7�
510
 カスタディーヴァ 牝3白 52 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 田村 康仁 新 Windsor Park

Stud Ltd 446 ―1：52．6� 21．7�
23 リ ュ イ ザ ン 牡3栗 56

55 ☆石川裕紀人�G1レーシング 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430 ―1：53．02� 29．3�

612 ソーシャライツ 牝3黒鹿54 北村 宏司 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 462 ―1：53．21 7．7�
24 ナムラルンタ 牝3鹿 54 江田 照男奈村 睦弘氏 大和田 成 日高 ナカノファーム 412 ―1：53．3� 89．7�
36 ジュンウトナイ 牝3鹿 54 勝浦 正樹河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 432 ―1：53．51� 188．8�
11 テ オ ド ル ス 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 496 ―1：54．45 75．0�

816 ス タ イ ラ ス 牡3鹿 56 田中 勝春山上 和良氏 菊川 正達 新冠 高橋 忍 502 ―1：55．89 65．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，449，300円 複勝： 40，752，800円 枠連： 23，365，800円
馬連： 69，179，700円 馬単： 40，116，300円 ワイド： 39，564，600円
3連複： 82，610，300円 3連単： 114，923，400円 計： 448，962，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 350円 � 910円 枠 連（3－6） 1，750円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，900円 �� 7，260円

3 連 複 ��� 21，220円 3 連 単 ��� 68，120円

票 数

単勝票数 計 384493 的中 � 113007（1番人気）
複勝票数 計 407528 的中 � 99026（1番人気）� 26083（5番人気）� 8744（10番人気）
枠連票数 計 233658 的中 （3－6） 10304（7番人気）
馬連票数 計 691797 的中 �� 24079（7番人気）
馬単票数 計 401163 的中 �� 9827（9番人気）
ワイド票数 計 395646 的中 �� 13210（6番人気）�� 5312（19番人気）�� 1351（58番人気）
3連複票数 計 826103 的中 ��� 2919（56番人気）
3連単票数 計1149234 的中 ��� 1223（180番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―37．7―50．7―1：03．8―1：16．8―1：28．7―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインシャトレーヌ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2014．5．8生 牝3栗 母 タニノハイクレア 母母 インヴァイト 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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 エクレアスパークル号・エリティエール号・オウケンサクラブ号・シュケット号・ストロングレヴィル号・

タマモアーサー号・ダークガーランド号・ファーブルトン号・プリンセスアイリス号・メイショウマルコマ号・
ロクモンセン号

03090 2月19日 晴 良 （29東京1）第8日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時55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
1：31．3
1：30．7

良
良

48 ランガディア 牡3黒鹿56 内田 博幸吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：34．7 7．0�
59 ブ リ ラ ー レ 牡3栗 56 戸崎 圭太早野 誠氏 斉藤 崇史 洞�湖 レイクヴィラファーム 462＋121：34．8� 19．2�
714 サーベラージュ 牡3栗 56 R．ムーア �G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 478－ 81：35．01	 4．3�

（英）

510 ロ ジ ム ー ン 牡3鹿 56 横山 典弘久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 444± 01：35．1
 22．8�
816 ジュンヴァリアス 牡3鹿 56 M．デムーロ河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 芳住 鉄兵 452－ 4 〃 ハナ 3．2�
23 スーパーブレイク 牡3黒鹿56 岩田 康誠堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 464± 01：35．2クビ 92．7	
24 タイセイブレーク 牡3栗 56 C．ルメール 田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 510＋ 6 〃 クビ 12．4

36 レッドルチア 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 414＋ 4 〃 ハナ 6．7�
12 キャナルストリート 牝3黒鹿54 武 豊村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 454＋ 6 〃 ハナ 8．4�
611 ダイワドノヴァン 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 524－101：35．3クビ 26．9
11 バ レ ー ロ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：35．4� 97．8�
612 エバープリンセス 牝3栗 54 柴田 善臣宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 クビ 68．4�
815 スズカフロンティア 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 428＋ 41：36．25 57．6�
47 ビーハッピー 牡3鹿 56 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 正徳 様似 富田 恭司 470± 01：36．62� 418．2�
713 アンノートル 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 日高 山際 辰夫 478＋ 21：37．34 30．0�
35 � ワカコマタイヨウ 牝3黒鹿54 田中 勝春島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 438± 01：38．910 203．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，472，500円 複勝： 65，720，400円 枠連： 22，154，800円
馬連： 96，315，100円 馬単： 44，642，200円 ワイド： 57，976，100円
3連複： 122，729，300円 3連単： 148，879，000円 計： 604，889，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 260円 � 390円 � 220円 枠 連（4－5） 2，200円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 7，040円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 1，030円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 11，180円 3 連 単 ��� 61，780円

票 数

単勝票数 計 464725 的中 � 52471（4番人気）
複勝票数 計 657204 的中 � 68541（4番人気）� 38689（7番人気）� 87262（2番人気）
枠連票数 計 221548 的中 （4－5） 7798（11番人気）
馬連票数 計 963151 的中 �� 16603（18番人気）
馬単票数 計 446422 的中 �� 4755（30番人気）
ワイド票数 計 579761 的中 �� 7439（22番人気）�� 14895（10番人気）�� 7710（21番人気）
3連複票数 計1227293 的中 ��� 8233（39番人気）
3連単票数 計1488790 的中 ��� 1747（201番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．0―47．2―59．6―1：11．3―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランガディア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．7 新潟1着

2014．1．27生 牡3黒鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール 2戦2勝 賞金 14，200，000円
〔その他〕 ワカコマタイヨウ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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19日 晴 良 （29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25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
1：33．8
1：33．3

重
良

713 サ ラ セ ニ ア 牡4芦 57 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 474＋141：38．1 21．5�
47 ストライクショット 牝4鹿 55 C．ルメール�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 496－ 21：38．31� 5．6�
816 プライズコレクター 牡4栗 57 武 豊�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 490－ 21：38．62 7．0�
23 マコトカンパネッロ 牝5栗 55 藤岡 康太�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 456＋ 21：38．81� 37．5�
48 スケールアップ 牡4黒鹿 57

56 ☆石川裕紀人髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 506± 0 〃 ハナ 3．8�
24 カンタオール 	4黒鹿57 内田 博幸 	キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：38．9クビ 3．7

612 ハッピーサークル 牝5黒鹿55 戸崎 圭太西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 476－ 21：39．0
 42．3�
59 グラスレグナム 牡4鹿 57

55 △木幡 巧也半沢	 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 492＋ 61：39．1クビ 26．0�
714 ダイワリアクション 牡4鹿 57 石橋 脩大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 524＋121：39．31� 148．6
11 マサノジェット 牡4栗 57 和田 竜二古賀 禎彦氏 蛯名 利弘 新ひだか 嶋田牧場 476＋121：39．51� 20．5�
35 ナンベーサン 牡4芦 57 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 508＋ 41：39．6� 217．5�
510 コアプライド 牡5鹿 57 M．デムーロ前田 幸治氏 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516＋101：40．23� 7．3�
12 サトノシャルマン 牝5鹿 55 北村 宏司里見 治氏 奥村 武 千歳 社台ファーム B500－ 21：40．52 18．7�
815� ルミエールカフェ 牝4鹿 55 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 496＋ 2 〃 アタマ 82．2�
36 � テンエイロータス 牡4黒鹿57 江田 照男熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

天栄牧場 478＋ 21：41．24 186．8�
611 サンクタリリアス 牝5芦 55 嘉藤 貴行	ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 484－ 21：42．47 258．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，508，700円 複勝： 60，500，000円 枠連： 29，352，900円
馬連： 101，005，400円 馬単： 44，541，400円 ワイド： 56，883，600円
3連複： 132，069，800円 3連単： 164，781，400円 計： 628，643，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 490円 � 260円 � 220円 枠 連（4－7） 2，300円

馬 連 �� 8，660円 馬 単 �� 19，100円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 2，060円 �� 880円

3 連 複 ��� 20，520円 3 連 単 ��� 199，110円

票 数

単勝票数 計 395087 的中 � 14692（8番人気）
複勝票数 計 605000 的中 � 28161（7番人気）� 61577（4番人気）� 79107（3番人気）
枠連票数 計 293529 的中 （4－7） 9878（9番人気）
馬連票数 計1010054 的中 �� 9038（30番人気）
馬単票数 計 445414 的中 �� 1749（64番人気）
ワイド票数 計 568836 的中 �� 6071（28番人気）�� 7014（24番人気）�� 17312（8番人気）
3連複票数 計1320698 的中 ��� 4826（72番人気）
3連単票数 計1647814 的中 ��� 600（546番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―13．0―13．0―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―34．6―47．6―1：00．6―1：13．0―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ラ セ ニ ア �
�
父 ワイルドワンダー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2015．8．16 新潟5着

2013．3．10生 牡4芦 母 オービーレディー 母母 デュークソブリン 10戦2勝 賞金 25，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アメリカンヘブン号・キングズミッション号・サンウィノナ号・トラキアンコード号・ホーリーフルーツ号

03092 2月19日 晴 良 （29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55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 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
1：56．1
1：56．1

良
良

66 ストレンジクォーク 牡5鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 506＋ 62：00．2 2．1�
44 エニグマバリエート 牡5青鹿57 武 豊平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 490＋102：00．3� 4．1�
33 フジマサエンペラー 	8黒鹿57 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 500－ 22：00．4
 14．5�
22 サウンドメモリー 牡6鹿 57 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 500＋ 42：00．61� 23．4�
810 レッドシルヴィ 牝4鹿 54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 440－ 42：00．7
 9．9	
89 レインオーバー 	6青鹿57 R．ムーア �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 454＋ 42：00．8� 15．9


（英）

55 リ ノ リ オ 牡6黒鹿57 藤岡 康太�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 512＋ 2 〃 ハナ 22．4�
11 メイケイレジェンド 牡4鹿 56 横山 典弘名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 478± 02：01．01� 5．3�
78 キズナエンドレス 牝6鹿 55 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 478± 02：01．21� 80．5
77 アートフェスタ 牡6黒鹿57 幸 英明森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 510± 02：01．41� 48．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 46，479，100円 複勝： 53，770，900円 枠連： 21，928，500円
馬連： 91，382，400円 馬単： 53，133，600円 ワイド： 50，751，000円
3連複： 117，995，600円 3連単： 214，295，000円 計： 649，736，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 200円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 210円 �� 430円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 3，890円

票 数

単勝票数 計 464791 的中 � 173825（1番人気）
複勝票数 計 537709 的中 � 176508（1番人気）� 89878（2番人気）� 46686（4番人気）
枠連票数 計 219285 的中 （4－6） 39324（1番人気）
馬連票数 計 913824 的中 �� 153479（1番人気）
馬単票数 計 531336 的中 �� 58423（1番人気）
ワイド票数 計 507510 的中 �� 74734（1番人気）�� 27650（5番人気）�� 20171（7番人気）
3連複票数 計1179956 的中 ��� 60698（2番人気）
3連単票数 計2142950 的中 ��� 39849（3番人気）

ハロンタイム 13．3―11．6―11．8―12．4―12．5―12．0―12．1―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―24．9―36．7―49．1―1：01．6―1：13．6―1：25．7―1：37．1―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ストレンジクォーク �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．9．14 新潟6着

2012．5．2生 牡5鹿 母 フェルミオン 母母 パテントリークリア 16戦4勝 賞金 75，373，000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。



03093 2月19日 晴 良 （29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，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，400万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

22 エ ピ カ リ ス 牡3黒鹿57 C．ルメール �キャロットファーム 萩原 清 浦河 鎌田 正嗣 506＋181：37．8 1．4�
47 アディラート 牡3黒鹿56 武 豊安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム 490－ 21：37．9	 5．5�
35 ハイパーノヴァ 牡3栃栗56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 488－ 21：38．21	 34．4�
11 フォギーナイト 牡3芦 56 R．ムーア 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 482＋ 41：38．3
 13．0�
（英）

610 キャプテンキング 牡3鹿 56 野中悠太郎平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 静内フジカワ牧場 494＋ 8 〃 アタマ 21．6	
814 グッドヒューマー 牡3栗 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 468＋ 21：38．4
 77．3

46 シゲルベンガルトラ 牡3栗 56 岩田 康誠森中 蕃氏 服部 利之 新冠 石田牧場 448＋ 8 〃 アタマ 51．2�

23 リヴェルディ 牡3鹿 56 和田 竜二�佐藤牧場 中川 公成 平取 スガタ牧場 514＋ 41：38．5クビ 23．0�
（法634）

815 シゲルコング 牡3鹿 57 内田 博幸森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 増本 良孝 498－ 91：38．6
 47．3
34 モンサンレガーメ 牡3栗 56 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 516＋ 81：38．81
 17．7�
58 � マテラスカイ 牡3栗 56 蛯名 正義大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch

Bages LTD 514＋ 2 〃 クビ 146．4�
59 ブルベアバブーン 牡3栗 56 横山 典弘 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 中本牧場 498＋ 81：39．22 32．7�
713 コ ー カ ス 牡3鹿 56 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－12 〃 クビ 73．1�
712 スターペスマリア 牝3栗 54 石川裕紀人河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 478＋ 2 〃 アタマ 152．6�
611� コパノミザール 牡3鹿 56 達城 龍次小林 祐介氏 堀 千亜樹 新ひだか 西村 和夫 446－ 61：39．62
 429．5�

（大井） （大井）

（15頭）

売 得 金
単勝： 77，483，800円 複勝： 213，030，100円 枠連： 40，082，900円
馬連： 166，712，500円 馬単： 110，851，600円 ワイド： 99，266，900円
3連複： 239，444，200円 3連単： 450，876，900円 計： 1，397，748，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 320円 枠 連（2－4） 280円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 160円 �� 550円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 4，110円

票 数

単勝票数 計 774838 的中 � 436429（1番人気）
複勝票数 計2130301 的中 � 1492234（1番人気）� 187881（2番人気）� 44334（7番人気）
枠連票数 計 400829 的中 （2－4） 109347（1番人気）
馬連票数 計1667125 的中 �� 393823（1番人気）
馬単票数 計1108516 的中 �� 204385（1番人気）
ワイド票数 計 992669 的中 �� 207030（1番人気）�� 39532（6番人気）�� 13885（17番人気）
3連複票数 計2394442 的中 ��� 96700（4番人気）
3連単票数 計4508769 的中 ��� 79389（5番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．3―12．9―12．9―12．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．1―49．0―1：01．9―1：14．2―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ピ カ リ ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2016．8．14 新潟1着

2014．3．22生 牡3黒鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ 3戦3勝 賞金 35，539，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 リヴェルディ号の騎手和田竜二は，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。
※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19日 晴 良 （29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，28．2．20以降29．2．13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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

33 メートルダール 牡4鹿 56 M．デムーロ �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：58．3 2．4�
46 トーセンマタコイヤ 牡6青鹿56 C．ルメール 島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：58．51� 3．3�
58 ブラックバゴ 牡5黒鹿55 石橋 脩 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 524－ 41：58．81� 10．9�
22 タイセイサミット 牡4栗 55 内田 博幸田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 490± 01：59．12 10．2�
34 スクエアフォールド 	4鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B480＋ 81：59．31
 25．6	
45 ハッピーユニバンス 牝5黒鹿52 武 豊亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－ 41：59．4
 8．4

610 ベルキャニオン 牡6鹿 57 R．ムーア 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494＋121：59．71
 11．7�
（英）

57 パリカラノテガミ 牡6鹿 55 蛯名 正義嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 452± 01：59．8
 45．8
69 メドウヒルズ 牡6栗 55 松岡 正海�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム B480± 02：00．12 108．3�
813 ロングシャドウ 牡7青鹿54 江田 照男飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 520－ 22：00．2
 74．3�
711 キャットコイン 牝5栗 54 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B444± 02：00．73 86．3�
814 ミエノワンダー 牡7鹿 55 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B520－ 4 〃 ハナ 96．2�
712 ディアマイダーリン 牝5鹿 54 横山 典弘窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 488± 02：02．29 144．3�
11 シャドウウィザード 	7黒鹿55 戸崎 圭太飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 482－ 42：03．47 22．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 70，233，600円 複勝： 99，447，100円 枠連： 44，505，100円
馬連： 203，398，000円 馬単： 98，809，800円 ワイド： 99，205，400円
3連複： 272，205，600円 3連単： 437，791，500円 計： 1，325，596，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 250円 枠 連（3－4） 290円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 170円 �� 610円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 5，060円

票 数

単勝票数 計 702336 的中 � 227738（1番人気）
複勝票数 計 994471 的中 � 294048（1番人気）� 236436（2番人気）� 62129（5番人気）
枠連票数 計 445051 的中 （3－4） 116671（1番人気）
馬連票数 計2033980 的中 �� 446035（1番人気）
馬単票数 計 988098 的中 �� 120794（1番人気）
ワイド票数 計 992054 的中 �� 200444（1番人気）�� 34965（7番人気）�� 29149（10番人気）
3連複票数 計2722056 的中 ��� 119969（5番人気）
3連単票数 計4377915 的中 ��� 62623（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―35．2―46．8―58．8―1：10．9―1：23．1―1：34．7―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

メートルダール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．9．5 札幌3着

2013．2．22生 牡4鹿 母 イグジビットワン 母母 Tsar’s Pride 11戦4勝 賞金 87，747，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 シャドウウィザード号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロジメジャー号
※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。

２レース目



03095 2月19日 晴 良 （29東京1）第8日 第11競走 ��
��1，600�第34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・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 97，000，000円 39，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，700，000円
付 加 賞 3，528，000円 1，008，000円 504，000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

1：33．8
1：33．3
1：34．0

重
良
重

23 ゴールドドリーム 牡4鹿 57 M．デムーロ吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：35．1 5．0�
59 � ベストウォーリア 牡7栗 57 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Buck Pond

Farm, Inc 516－ 4 〃 クビ 7．6�
510 カフジテイク 牡5青鹿57 津村 明秀加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 486＋ 21：35．2	 4．5�
713 エイシンバッケン 牡5鹿 57 岩田 康誠�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 530＋ 41：35．41
 19．0�
612� ニシケンモノノフ 牡6栗 57 横山 典弘西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 512－ 21：35．61
 100．9�
815 ケイティブレイブ 牡4栗 57 幸 英明瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 岡野牧場 498＋ 7 〃 ハナ 44．1	
611 ノンコノユメ �5栃栗57 C．ルメール 山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452＋ 81：35．7クビ 7．1

11 サウンドトゥルー �7栗 57 柴田 善臣山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 474－ 1 〃 ハナ 13．6�
12 ホワイトフーガ 牝5芦 55 蛯名 正義西森 鶴氏 高木 登 浦河 梅田牧場 508－ 11：35．91
 36．2�
47 ブライトライン 牡8青 57 石橋 脩�ノースヒルズ 島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 532± 01：36．0� 267．4
714 キングズガード 牡6鹿 57 藤岡 佑介�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 456－ 2 〃 クビ 81．8�
36 � モ ー ニ ン 牡5栗 57 R．ムーア 馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Empire

Equines, LLC 520－ 61：36．1クビ 5．4�
（英）

816 インカンテーション 牡7鹿 57 藤岡 康太�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 506－ 61：36．52� 125．0�
24 コパノリッキー 牡7栗 57 武 豊小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 544－ 1 〃 クビ 9．0�
35 アスカノロマン 牡6栗 57 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520－ 61：36．6� 27．0�
48 デニムアンドルビー 牝7鹿 55 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：36．7� 54．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 509，803，900円 複勝： 589，448，000円 枠連： 416，048，000円 馬連： 1，851，942，700円 馬単： 783，335，000円
ワイド： 783，854，800円 3連複： 3，005，792，400円 3連単： 5，234，260，200円 5重勝： 620，829，000円 計： 13，795，314，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 180円 � 150円 枠 連（2－5） 470円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 550円 �� 530円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 9，240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����� 3，986，970円

票 数

単勝票数 計5098039 的中 � 807418（2番人気）
複勝票数 計5894480 的中 � 777416（3番人気）� 838544（2番人気）� 1078466（1番人気）
枠連票数 計4160480 的中 （2－5） 673157（1番人気）
馬連票数 計18519427 的中 �� 971729（4番人気）
馬単票数 計7833350 的中 �� 232375（3番人気）
ワイド票数 計7838548 的中 �� 355507（3番人気）�� 376706（2番人気）�� 473483（1番人気）
3連複票数 計30057924 的中 ���1053152（1番人気）
3連単票数 計52342602 的中 ��� 410384（2番人気）
5重勝票数 計6208290 的中 ����� 109

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―12．2―12．8―11．8―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．6―34．0―46．2―59．0―1：10．8―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドドリーム �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．12．13 阪神1着

2013．4．19生 牡4鹿 母 モンヴェール 母母 スペシャルジェイド 7戦5勝 賞金 183，804，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 ベストウォーリア号の騎手戸崎圭太は，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 カゼノコ号・サウンドスカイ号・スーサンジョイ号・ソルティコメント号・チャーリーブレイヴ号・ブラゾンドゥリス号
※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。

03096 2月19日 晴 良 （29東京1）第8日 第12競走 ��
��1，400�

お お し ま

大 島 特 別
発走16時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

47 シュテルングランツ 牡6黒鹿57 C．ルメール �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム B496－ 41：24．4 5．2�
815 コロマンデル 牡5黒鹿57 R．ムーア 吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 454－ 41：24．61� 5．3�

（英）

48 	 チェリーサマー 牡5鹿 57 野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 518－ 8 〃 クビ 44．9�
714 アイアムナチュラル 牡6鹿 57 蛯名 正義堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 536－ 21：24．81 5．1�
816 オニノシタブル 牡6栗 57 岩田 康誠青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B490－ 2 〃 クビ 12．2�
23 アナザーバージョン 
6鹿 57 内田 博幸 	サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 488＋ 8 〃 ハナ 15．6

713 ワンパーセント 牡4栗 57 菅原 隆一島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 496＋221：24．9クビ 31．1�
12 ダイワインパルス 牡5鹿 57 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 490－ 21：25．0� 7．9
612 メリートーン 牝4鹿 55 柴山 雄一水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 444＋ 2 〃 クビ 43．7�
510 リターンラルク 牡6鹿 57 北村 宏司山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B482＋ 21：25．21� 24．1�
59 サトノスピードオー 牡4青鹿57 戸崎 圭太里見 治氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 526＋181：25．3クビ 5．4�
35 ダ ウ ト レ ス 
6鹿 57 江田 照男�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 522－ 4 〃 クビ 33．9�
24 ヒドゥンブレイド 牡7黒鹿57 石川裕紀人 	シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：25．51 57．4�
611� シ ャ ラ ク 牡6鹿 57 柴田 善臣林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike

Abraham 524± 01：25．82 240．7�
36 レザンドゥオール 牡5栗 57 横山 典弘髙橋 貴士氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 520＋ 21：26．65 20．7�
11 ディスティンダリア 牝5鹿 55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド B478＋ 81：27．45 234．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 110，277，100円 複勝： 153，912，100円 枠連： 74，612，000円
馬連： 294，854，700円 馬単： 118，266，000円 ワイド： 165，756，200円
3連複： 418，196，700円 3連単： 573，569，600円 計： 1，909，444，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 230円 � 970円 枠 連（4－8） 1，020円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 650円 �� 3，860円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 22，580円 3 連 単 ��� 87，600円

票 数

単勝票数 計1102771 的中 � 167432（2番人気）
複勝票数 計1539121 的中 � 204118（2番人気）� 193059（3番人気）� 33132（13番人気）
枠連票数 計 746120 的中 （4－8） 56367（3番人気）
馬連票数 計2948547 的中 �� 141128（3番人気）
馬単票数 計1182660 的中 �� 27634（8番人気）
ワイド票数 計1657562 的中 �� 70119（3番人気）�� 10682（45番人気）�� 9653（48番人気）
3連複票数 計4181967 的中 ��� 13889（78番人気）
3連単票数 計5735696 的中 ��� 4747（286番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―36．1―48．5―1：00．5―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュテルングランツ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Two Punch デビュー 2014．2．8 京都8着

2011．2．19生 牡6黒鹿 母 トゥースペシャル 母母 Flaps Up 22戦4勝 賞金 69，417，000円
※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。
（非抽選馬） 9頭 アポロナイスジャブ号・ウェイトアンドシー号・エレクトロポップ号・クリプトスコード号・ケンコンイッテキ号・

ストロボフラッシュ号・ピントゥリッキオ号・ブレイジングサン号・メンカウラー号
※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



（29東京1）第8日 2月19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
厩務員出走奨励金

383，810，000円
10，120，000円
18，560，000円
6，610，000円
47，190，000円
75，808，000円
5，350，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
1，079，891，700円
1，470，461，700円
755，252，200円
3，166，752，900円
1，450，722，800円
1，539，324，100円
4，798，543，500円
7，866，614，700円
620，829，000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 22，748，392，600円

総入場人員 52，344名 （有料入場人員 50，511名）



平成29年度 第1回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，438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

2，077，990，000円
32，580，000円
128，520，000円
17，080，000円
241，550，000円
584，017，500円
41，554，400円
13，804，800円

勝馬投票券売得金
5，788，615，000円
8，427，819，300円
3，483，590，200円
15，099，330，600円
7，236，641，100円
7，941，063，600円
21，074，455，500円
33，910，543，800円
2，422，953，200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 105，385，012，300円

総入場延人員 253，709名 （有料入場延人員 242，927名）
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