
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

03060 2月12日 晴 良 （30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）

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
1：21．5
1：21．5

重
不良

23 ザ イ オ ン 牡3鹿 56 田辺 裕信小泉 修氏 相沢 郁 新ひだか 米田牧場 464＋ 21：27．2 4．3�
36 ディアバビアナ 牝3栗 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 480＋ 41：27．3� 4．1�
12 グラスルーナ 牝3栗 54 木幡 初広半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 486－ 61：28．04 48．7�
24 レ ア バ ー ド 牡3鹿 56 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 520＋ 21：28．1� 2．8�
714 オレノマニラ 牡3栗 56 柴田 善臣諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 432＋28 〃 クビ 48．8	
815 ファシナンテ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 広田牧場 466－ 41：28．2� 11．2

713 ア ノ マ リ ー 牡3青鹿56 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三石川上牧場 492± 01：28．51� 9．1�
47 テイエムヘニーズ 牡3鹿 56 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 500＋181：28．92� 24．6�
510 ボ ン テ ン 牡3鹿 56 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ

アーム 450＋ 4 〃 ハナ 226．5
35 グランエクシト 牡3黒鹿56 内田 博幸迎 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 飯岡牧場 484＋121：29．0クビ 40．6�
816 オンベンデッドニー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹藤本 幸雄氏 南田美知雄 日高 藤本 直弘 468± 01：29．31� 68．8�
612 ペ テ ィ ヤ ン 牝3黒鹿54 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 旭 牧場 450＋ 61：29．51� 97．1�
59 ジャストアキッス 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅�ターフ・スポート武藤 善則 浦河 大北牧場 B482－121：29．92� 139．1�
48 マオノキャッツアイ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎湯浅 健司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 454－ 8 〃 ハナ 139．1�
11 ドラゴンホール 牡3黒鹿56 三浦 皇成前田 幸治氏 小笠 倫弘 新ひだか 田原橋本牧場 470－ 41：30．0クビ 12．4�
611 デルマシェリー 牝3栗 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 438－ 61：31．17 436．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，430，600円 複勝： 55，666，400円 枠連： 22，270，800円
馬連： 86，110，900円 馬単： 41，292，800円 ワイド： 61，663，300円
3連複： 130，333，100円 3連単： 153，162，000円 計： 584，929，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 160円 � 770円 枠 連（2－3） 320円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，280円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 8，620円 3 連 単 ��� 37，400円

票 数

単勝票数 計 344306 的中 � 62968（3番人気）
複勝票数 計 556664 的中 � 95495（3番人気）� 103036（2番人気）� 13291（9番人気）
枠連票数 計 222708 的中 （2－3） 53849（1番人気）
馬連票数 計 861109 的中 �� 80146（2番人気）
馬単票数 計 412928 的中 �� 17532（6番人気）
ワイド票数 計 616633 的中 �� 44106（3番人気）�� 6528（26番人気）�� 6957（25番人気）
3連複票数 計1303331 的中 ��� 11331（29番人気）
3連単票数 計1531620 的中 ��� 2969（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．2―48．9―1：01．7―1：14．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．3
3 6，8（2，13）（4，14）（1，12，16）（9，15）3（7，10）－（11，5） 4 6，8（2，13）（4，14）（1，16）12（9，15）3（7，10）5－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ザ イ オ ン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2017．9．3 新潟6着

2015．3．26生 牡3鹿 母 レッドジュピター 母母 ハタノプリエ 6戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ドラゴンホール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トーセンウィズダム号
（非抽選馬） 1頭 ラグナーズルート号

03061 2月12日 晴 良 （30東京1）第6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

12 テトラルキア 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 484－ 62：14．5 69．8�
713 シャイニーロケット 牡3鹿 56 田辺 裕信小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 456－ 22：15．88 2．7�
612 トーセンヴィータ 牡3青鹿56 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 528－ 82：16．65 3．2�
36 サ ル ー テ 牡3鹿 56 的場 勇人小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 540± 0 〃 ハナ 9．2�
815 ヒラボクプレミアム 牡3青 56 吉田 隼人�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 462± 02：17．45 7．1	
611 セイカメテオライト 牡3鹿 56 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 452－ 22：17．5クビ 45．5

11 サクラトップタイム 牡3鹿 56 柴田 善臣�トップフェロウ二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 486＋ 22：18．13� 257．9�
59 トミケンゲヌーク �3青 56 江田 照男冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 乾 皆雄 458－ 6 〃 アタマ 27．6�
714 セ ン ト ー サ 牡3栗 56 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 470－ 22：18．2クビ 8．2
35 アルマライル 牡3青鹿56 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 新ひだか 野坂牧場 500－ 22：18．62� 67．2�
23 フジサンデルタ 牡3黒鹿56 菱田 裕二藤田 秀行氏 武市 康男 浦河 大道牧場 494－ 6 〃 クビ 100．3�
47 サンシャイアン 牡3鹿 56 蛯名 正義 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 浦河 吉田 又治 470－ 62：19．02� 26．7�
48 サイモンルチアーノ 牡3栗 56 大野 拓弥澤田 昭紀氏 田中 清隆 青森 今川 満良 B484－ 62：19．31� 32．1�
24 ワナビーハッカー 牡3黒鹿56 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 544－ 62：19．72� 229．4�
510 トラストアゲン 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 谷川牧場 512－ 42：20．01� 37．8�
816 ナイトレイド 牝3黒鹿54 三浦 皇成田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 514＋122：20．42� 199．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，940，700円 複勝： 71，121，600円 枠連： 25，785，400円
馬連： 104，699，300円 馬単： 48，059，300円 ワイド： 73，308，000円
3連複： 152，683，700円 3連単： 175，532，300円 計： 694，130，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，980円 複 勝 � 1，110円 � 130円 � 140円 枠 連（1－7） 7，520円

馬 連 �� 12，570円 馬 単 �� 39，870円

ワ イ ド �� 3，020円 �� 4，100円 �� 240円

3 連 複 ��� 8，300円 3 連 単 ��� 134，810円

票 数

単勝票数 計 429407 的中 � 4917（12番人気）
複勝票数 計 711216 的中 � 9460（12番人気）� 177432（1番人気）� 156558（2番人気）
枠連票数 計 257854 的中 （1－7） 2655（19番人気）
馬連票数 計1046993 的中 �� 6455（31番人気）
馬単票数 計 480593 的中 �� 904（76番人気）
ワイド票数 計 733080 的中 �� 5506（31番人気）�� 4029（43番人気）�� 96021（1番人気）
3連複票数 計1526837 的中 ��� 13793（23番人気）
3連単票数 計1755323 的中 ��� 944（345番人気）

ハロンタイム 7．3―11．5―12．7―12．6―13．0―12．8―12．8―13．4―13．0―12．7―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．8―31．5―44．1―57．1―1：09．9―1：22．7―1：36．1―1：49．1―2：01．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

テトラルキア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Montjeu デビュー 2017．11．26 東京14着

2015．4．29生 牡3鹿 母 マリアロワイヤル 母母 Notable 2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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダノンシャレード号
（非抽選馬） 2頭 ナリイチ号・ヒナイチカグラヤ号

第１回 東京競馬 第６日



03062 2月12日 晴 良 （30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

24 フロリアヌス 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 456＋ 21：39．9 2．5�
713 シセイタケル 牡3栗 56 吉田 隼人猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 464－ 2 〃 アタマ 6．6�
612 ラスティユース 牡3栗 56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 472－ 21：40．53� 7．2�
714 ジェイエルノブレス 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 454－101：40．6� 21．7�
12 プロットデバイス 牡3黒鹿56 内田 博幸 �社台レースホース伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 576－ 61：40．81	 55．0	
48 ア ル ジ 牡3鹿 56 田辺 裕信増田 和啓氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋141：41．75 43．8

611 ジュノーフォンテン 牝3鹿 54 松岡 正海吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 498－101：41．8クビ 19．0�
23 モリトディライト 牡3栗 56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 木村牧場 516＋ 61：42．01	 34．5�
59 スリーマグナム 牡3鹿 56 江田 照男永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 494－ 21：42．1� 91．2
47 スガノゴールド 牡3鹿 56 菱田 裕二菅原富美子氏 松山 将樹 新ひだか 沖田 博志 492－ 41：42．31 226．6�
510 ラブリランテ 牝3鹿 54 柴田 善臣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 平取 船越 伸也 466＋201：42．72� 5．8�
36 マイネルセボン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 522－ 61：43．33� 117．5�
815 ツ キ ミ ザ ケ 牝3栗 54 宮崎 北斗江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 424－ 8 〃 ハナ 247．3�
11 ブ シ ョ ウ 牡3栗 56 M．デムーロ�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 486＋121：43．51 5．3�
816 ビップエピス 牡3黒鹿56 大野 拓弥鈴木 邦英氏 田島 俊明 新冠 芳住 鉄兵 468＋ 4 〃 クビ 92．8�
35 ゴルゴンゾーラ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 422± 01：43．92� 576．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，272，800円 複勝： 73，081，000円 枠連： 23，832，500円
馬連： 106，254，100円 馬単： 50，979，600円 ワイド： 73，789，900円
3連複： 145，878，000円 3連単： 187，252，900円 計： 709，340，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 180円 � 210円 枠 連（2－7） 700円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 370円 �� 390円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 5，580円

票 数

単勝票数 計 482728 的中 � 153763（1番人気）
複勝票数 計 730810 的中 � 211594（1番人気）� 91082（3番人気）� 72666（5番人気）
枠連票数 計 238325 的中 （2－7） 26081（3番人気）
馬連票数 計1062541 的中 �� 100373（3番人気）
馬単票数 計 509796 的中 �� 28721（3番人気）
ワイド票数 計 737899 的中 �� 53238（3番人気）�� 48715（4番人気）�� 30907（5番人気）
3連複票数 計1458780 的中 ��� 83606（1番人気）
3連単票数 計1872529 的中 ��� 24314（4番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．9―13．0―12．8―12．9―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．4―48．4―1：01．2―1：14．1―1：26．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フロリアヌス �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．7．9 福島5着

2015．2．3生 牡3鹿 母 マルカフローリアン 母母 セトフローリアンⅡ 7戦1勝 賞金 10，500，000円
〔発走状況〕 モリトディライト号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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） 8頭 アポロレイア号・シゲルジャンボイモ号・テイエムフリーオー号・トップホライゾン号・ピンクダイキリ号・

ペイシャレイナ号・マトラッセ号・ムーンサルト号

03063 2月12日 晴 良 （30東京1）第6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

612 トラストケンシン 牡3鹿 56 岩田 康誠菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 458－ 82：30．2 9．6�
23 ワセダインブルー 牡3鹿 56 吉田 隼人大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 438－ 2 〃 クビ 10．9�
815 ドリームスピリット 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 498＋ 22：30．52 6．1�
59 ウインレーヴドール 牡3黒鹿56 津村 明秀�ウイン 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 62：30．6クビ 67．1�
24 トランスパレント 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 492＋ 42：30．81� 53．5	
36 アルビオリクス 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 クビ 2．5

12 ブラックデビル 牡3鹿 56 松田 大作�KTレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 484－ 22：31．01� 4．3�
816 ウインスペリウス 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 434＋ 2 〃 アタマ 219．8�
713 デルマウオッカ 牡3鹿 56 F．ミナリク浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 クビ 27．2

（独）

47 ツインクルテソーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成了德寺健二氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 468－ 82：31．21� 157．7�
48 バトルガニアン 牡3栗 56 柴田 大知宮川 秋信氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B450± 02：31．51� 97．2�
611 ポンデザール 牝3黒鹿54 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 アタマ 10．1�
35 ハ イ タ イ ド 牡3鹿 56 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 栗田 徹 日高 高柳 隆男 468＋262：32．13� 70．0�
11 マイティテソーロ 牡3鹿 56 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 492＋ 4 〃 クビ 18．7�
714 ア イ シ ャ 牝3栗 54 北村 宏司大島 昌也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 450＋ 22：32．31 103．8�
510 デ ィ ー ヴ ォ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎松屋 隆士氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン
ズファーム 458－ 82：32．4� 423．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，504，700円 複勝： 86，168，000円 枠連： 26，676，800円
馬連： 116，275，800円 馬単： 55，854，200円 ワイド： 81，436，100円
3連複： 159，685，100円 3連単： 210，274，300円 計： 796，875，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 280円 � 300円 � 210円 枠 連（2－6） 2，010円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 7，640円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 860円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 39，620円

票 数

単勝票数 計 605047 的中 � 50162（4番人気）
複勝票数 計 861680 的中 � 79107（4番人気）� 69395（5番人気）� 115136（3番人気）
枠連票数 計 266768 的中 （2－6） 10248（10番人気）
馬連票数 計1162758 的中 �� 25407（13番人気）
馬単票数 計 558542 的中 �� 5483（25番人気）
ワイド票数 計 814361 的中 �� 18689（14番人気）�� 24547（10番人気）�� 25464（9番人気）
3連複票数 計1596851 的中 ��� 24825（16番人気）
3連単票数 計2102743 的中 ��� 3847（122番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―13．2―13．5―13．1―12．6―12．3―12．4―12．6―11．8―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．2―38．4―51．9―1：05．0―1：17．6―1：29．9―1：42．3―1：54．9―2：06．7―2：18．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トラストケンシン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．11．19 東京7着

2015．5．23生 牡3鹿 母 アフェランドラ 母母 グレートキャティ 4戦1勝 賞金 7，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ヴォーグショコラ号・ブリリアントリリー号・マイネルシクザール号・ラッキーチョウサン号
※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。



03064 2月12日 晴 良 （30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 （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

34 グロンディオーズ 牡3黒鹿56 R．ムーア �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 532 ―1：37．0 1．5�
（英）

35 リュニヴェール 牝3黒鹿54 菱田 裕二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 448 ―1：37．32 17．4�
22 ホッコーエレノア 牝3芦 54 田辺 裕信北幸商事� 戸田 博文 日高 川端 正博 506 ―1：37．4� 12．9�
814 タイセイアピール 牝3黒鹿54 大野 拓弥田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464 ―1：37．71� 37．0�
11 ア マ イ ロ 牝3栗 54 福永 祐一�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ―1：37．91	 10．8	
610 セイウンネルソン 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 池上 昌和 新ひだか 小倉 光博 454 ―1：38．11	 217．2

46 フ ィ エ ー ル 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 460 ―1：38．2� 79．5�
23 アイスキューブ 牡3青鹿56 F．ミナリク山本 剛史氏 尾関 知人 日高 下河辺牧場 436 ―1：38．41	 24．4�

（独）

59 ア エ ラ ス 牡3鹿 56 岩田 康誠久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 478 ―1：38．5� 9．4
713 サ リ エ ッ ト 牝3黒鹿54 北村 宏司村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 418 ―1：38．71	 68．3�
58 レジェンドソウル 牡3黒鹿56 内田 博幸落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 446 ― 〃 クビ 7．1�
712 バーキンブライアン 牝3栗 54 柴田 善臣新井原 博氏 武市 康男 新冠 川上 悦夫 426 ―1：38．8� 101．8�
611 マヤノハイヌーン 牡3黒鹿56 柴田 大知田所 英子氏 牧 光二 平取 北島牧場 464 ―1：39．75 156．7�
47 サンドーバー 牝3青鹿54 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 むかわ 佐久間 孝司 452 ―1：39．8� 305．1�
815 シゲルキュウリ 牡3鹿 56 横山 和生森中 蕃氏 清水 英克 新ひだか タガミファーム 464 ―1：40．22� 252．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 58，243，300円 複勝： 109，495，100円 枠連： 29，101，700円
馬連： 88，503，300円 馬単： 58，299，300円 ワイド： 65，448，200円
3連複： 117，125，400円 3連単： 209，327，800円 計： 735，544，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 260円 � 190円 枠 連（3－3） 1，010円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 460円 �� 390円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 6，370円

票 数

単勝票数 計 582433 的中 � 304844（1番人気）
複勝票数 計1094951 的中 � 650950（1番人気）� 45665（6番人気）� 77623（4番人気）
枠連票数 計 291017 的中 （3－3） 22151（4番人気）
馬連票数 計 885033 的中 �� 67208（5番人気）
馬単票数 計 582993 的中 �� 36308（5番人気）
ワイド票数 計 654482 的中 �� 37399（5番人気）�� 46112（3番人気）�� 11049（17番人気）
3連複票数 計1171254 的中 ��� 37760（8番人気）
3連単票数 計2093278 的中 ��� 23817（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．9―48．5―1：01．2―1：13．3―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グロンディオーズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2015．4．10生 牡3黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出走取消馬 ラブソングレイ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アドマイヤヒビキ号・オルトルート号・カグヤヒメ号・カプア号・コウソクヒカリ号・ダカーポ号・ネイビークロス号・

ホウオウカーニバル号・ポワンセティ号・マーガレットスカイ号・メイロビン号・ルーモス号・ロードザナドゥ号
※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。

03065 2月12日 晴 良 （30東京1）第6日 第6競走 ��
��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

510 イダペガサス 牡3栗 56 戸崎 圭太張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 502＋101：38．0 3．0�
611 マイネルユキツバキ 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 日高 本間牧場 522＋ 41：38．1� 8．2�
714 マリームーン 牝3栃栗54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 460＋ 21：38．2クビ 3．0�
11 エピックアン 牡3芦 56 田辺 裕信�TURFILS 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 492－ 61：39．05 40．3�
713 レーヌダンス 牝3青鹿54 津村 明秀酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 小河 豊水 456－ 21：39．32 19．1�
12 ロードトレジャー 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 474＋ 21：39．51� 19．8	
612	 アポロテネシー 牡3鹿 56 武 豊アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

496± 01：39．71� 7．1

48 モリトユウブ 牡3鹿 56 武士沢友治石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 486± 01：40．02 59．2�
35 プロスパラスデイズ 牡3鹿 56 内田 博幸 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 502－ 61：40．1クビ 20．8�
815 ロージズキング 牡3栗 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 490－101：40．2� 45．9
816 レディバード 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 和美氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478＋10 〃 クビ 13．8�
23 	 アメリカンファクト 牡3栗 56 川田 将雅吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. 488± 01：40．41 78．0�
59 ヤマノグラップル 牡3青鹿 56

53 ▲武藤 雅澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 472± 01：40．5
 66．1�
36 ミッキーチャイルド 牡3鹿 56 北村 宏司野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 468± 0 〃 クビ 212．3�
47 トモジャタイクーン 牡3鹿 56 松岡 正海吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 494± 01：40．6� 151．5�
24 カ ナ メ 牡3青鹿56 大野 拓弥玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 536＋ 81：40．7� 133．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，318，900円 複勝： 104，949，000円 枠連： 33，329，000円
馬連： 137，414，300円 馬単： 60，170，500円 ワイド： 101，279，100円
3連複： 194，766，200円 3連単： 237，431，600円 計： 936，658，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 190円 � 120円 枠 連（5－6） 780円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 470円 �� 240円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 8，360円

票 数

単勝票数 計 673189 的中 � 177664（1番人気）
複勝票数 計1049490 的中 � 203451（2番人気）� 103139（3番人気）� 293549（1番人気）
枠連票数 計 333290 的中 （5－6） 32771（3番人気）
馬連票数 計1374143 的中 �� 77822（5番人気）
馬単票数 計 601705 的中 �� 20640（6番人気）
ワイド票数 計1012791 的中 �� 50690（3番人気）�� 123383（1番人気）�� 50944（2番人気）
3連複票数 計1947662 的中 ��� 91524（2番人気）
3連単票数 計2374316 的中 ��� 20577（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．4―47．0―59．9―1：12．6―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．1
3 11－16，8，10（3，6，13）（1，4，15）（9，14）（7，12）－2，5 4 11（16，8）（10，14）6（3，13，15）（1，4）9（7，2，12，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イダペガサス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Forest Camp デビュー 2017．11．18 東京1着

2015．3．27生 牡3栗 母 カロンセギュール 母母 Yesterdays Gone 2戦2勝 賞金 14，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アメノムラクモ号・コスモロブロイ号・ディライトプロミス号・レンジストライク号



03066 2月12日 晴 良 （30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）
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
1：21．5
1：21．5

重
不良

816 ラーナアズーラ 牝4栗 55 三浦 皇成 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 494＋101：25．7 8．0�
23 エレクトロポップ 牡5青鹿57 C．ルメール �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 518＋10 〃 アタマ 2．9�
47 スズカゴーディー 牡4黒鹿57 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B490＋ 41：25．8� 6．4�
612	 ロードブレイク 牡4栗 57 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか ケイアイファーム B490＋ 81：26．22
 43．7�
510 シトラスクーラー �5鹿 57 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 476＋ 61：26．41� 11．0	
713 ト ル マ リ 牝4鹿 55 北村 宏司水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 440－10 〃 クビ 134．7

611	 エタニティーワルツ 牡5黒鹿57 石橋 脩村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 504＋ 61：26．5
 22．5�
36 ランプルール 牡4黒鹿57 戸崎 圭太吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：26．6
 11．0�
48 ストライクショット 牝5鹿 55 菱田 裕二�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500± 01：26．91� 9．6
11 モンスターキング �5鹿 57 R．ムーア 林 正道氏 武井 亮 新冠 柏木 一則 480± 01：27．0
 4．7�

（英）

815 ダッシャークワトロ �5鹿 57
54 ▲野中悠太郎芦田 信氏 黒岩 陽一 日高 下河辺牧場 462＋101：27．42
 353．2�

12 スマートダイバー 牡7栗 57 F．ミナリク大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム B496－ 41：27．6� 92．8�
（独）

35 ガ チ コ 牝4鹿 55 岩田 康誠�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 B452－121：28．02
 45．8�
59 	 マッジョネラ �4黒鹿57 横山 和生堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 504＋151：28．1クビ 101．3�
714	 コパノリクエスト 牡5鹿 57 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 580＋151：28．52
 125．5�
24 	 プラクティス 牡4黒鹿57 田中 勝春�ターフ・スポート松永 康利 新ひだか 高橋 義浩 482－ 3 〃 ハナ 86．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，154，800円 複勝： 94，380，700円 枠連： 32，924，700円
馬連： 139，271，200円 馬単： 62，052，000円 ワイド： 94，744，400円
3連複： 187，977，300円 3連単： 242，188，700円 計： 908，693，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 230円 � 130円 � 180円 枠 連（2－8） 1，400円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 490円 �� 800円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 13，400円

票 数

単勝票数 計 551548 的中 � 54612（4番人気）
複勝票数 計 943807 的中 � 87249（4番人気）� 234583（1番人気）� 122819（3番人気）
枠連票数 計 329247 的中 （2－8） 18136（6番人気）
馬連票数 計1392712 的中 �� 90451（3番人気）
馬単票数 計 620520 的中 �� 16520（9番人気）
ワイド票数 計 947444 的中 �� 50191（3番人気）�� 28651（9番人気）�� 63226（2番人気）
3連複票数 計1879773 的中 ��� 70398（2番人気）
3連単票数 計2421887 的中 ��� 13095（30番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．6―12．3―12．5―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．2―47．5―1：00．0―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラーナアズーラ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．7．9 函館1着

2014．4．1生 牝4栗 母 グロッタアズーラ 母母 サダムブルーアイズ 13戦2勝 賞金 25，420，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アマノガワ号
※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。

03067 2月12日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30東京1）第6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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード3：22．0良・稍重

11 タマモワカサマ 牡6鹿 60 平沢 健治タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 494－ 23：26．6 8．8�
813 リスヴェリアート 牡8鹿 60 北沢 伸也�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 456－ 83：27．02� 3．3�
57 ミュートエアー 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 63：27．21� 126．5�
45 プレシャスタイム 牡5鹿 60 佐久間寛志小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 432± 03：27．62� 5．6�
58 ウエスタンレベッカ 牝8鹿 58 植野 貴也西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 462＋ 4 〃 クビ 8．8�
814 エイシンフランキー 牡7芦 60 森 一馬�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 502＋ 43：27．7� 47．8	
22 カシノカーム 牡7芦 60 小野寺祐太柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 494＋ 8 〃 アタマ 5．8

33 プレジールシチー 牡7黒鹿60 江田 勇亮 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 498－ 23：28．01� 41．0�
711 アドマイヤフォルム 牡5黒鹿60 西谷 誠近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 494－ 43：28．42� 14．1�
69 エリーフェアリー 牝7鹿 58 浜野谷憲尚谷川 正純氏 武市 康男 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 490－ 83：28．61� 62．2
46 メイショウヒデタダ 牡9黒鹿60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 486＋123：29．23� 7．8�
712 メイショウライナー 牡8鹿 60 難波 剛健松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 482－ 63：29．3クビ 11．4�
34 コスモアルヘナ 牡6青鹿60 山本 康志 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 浦河 昭和牧場 490＋ 63：29．62 51．6�
610 ホーガンブリッジ 牡4鹿 59 草野 太郎塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 488－ 6 〃 アタマ 231．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，955，700円 複勝： 55，150，400円 枠連： 34，631，200円
馬連： 103，063，900円 馬単： 48，013，600円 ワイド： 61，670，400円
3連複： 144，590，800円 3連単： 196，280，200円 計： 682，356，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 280円 � 170円 � 2，080円 枠 連（1－8） 1，920円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 810円 �� 12，680円 �� 7，680円

3 連 複 ��� 77，400円 3 連 単 ��� 395，280円

票 数

単勝票数 計 389557 的中 � 35319（5番人気）
複勝票数 計 551504 的中 � 50100（5番人気）� 110635（1番人気）� 5121（13番人気）
枠連票数 計 346312 的中 （1－8） 13939（9番人気）
馬連票数 計1030639 的中 �� 41198（6番人気）
馬単票数 計 480136 的中 �� 7393（16番人気）
ワイド票数 計 616704 的中 �� 20884（6番人気）�� 1214（70番人気）�� 2012（60番人気）
3連複票数 計1445908 的中 ��� 1401（157番人気）
3連単票数 計1962802 的中 ��� 360（830番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 52．0－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモワカサマ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．10．19 京都2着

2012．4．6生 牡6鹿 母 ヒトリムスメ 母母 フローズンフランシーヌ 障害：4戦2勝 賞金 32，967，000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） 3頭 グリーティングワン号・サウンドギャツビー号・ビットアレグロ号



03068 2月12日 晴 良 （30東京1）第6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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

44 イストワールファム 牝4栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：47．0 2．7�
68 カービングパス 牝6鹿 55 R．ムーア �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 506＋181：47．63� 8．8�

（英）

710 レッドオルガ 牝4鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：47．81 2．9�
69 ウインクルサルーテ 牝5鹿 55 福永 祐一�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 428－ 4 〃 ハナ 22．9�
812 アドマイヤローザ 牝4芦 54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462－ 41：47．9� 8．3	
56 ニシノアモーレ 牝4栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 436＋ 6 〃 ハナ 20．6

33 ゴールドエッセンス 牝6鹿 55 内田 博幸吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B422－ 6 〃 クビ 37．1�
11 ジャポニカーラ 牝6黒鹿55 石橋 脩 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：48．11 46．1�
711 ベアインマインド 牝5鹿 55 F．ミナリク宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 434＋ 81：48．31� 32．7

（独）

22 ナムラムラサキ 牝4鹿 54 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 430＋10 〃 アタマ 8．9�
45 ブリガアルタ 牝5鹿 55 武藤 雅 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 434－ 21：48．4クビ 65．3�
813 スマートプラネット 牝6鹿 55 勝浦 正樹田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 468＋ 4 〃 ハナ 199．3�
57 メローブリーズ 牝4黒鹿54 松岡 正海�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 466－ 41：51．1大差 189．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 69，556，100円 複勝： 96，906，700円 枠連： 36，579，400円
馬連： 187，133，000円 馬単： 85，023，300円 ワイド： 107，086，800円
3連複： 249，015，600円 3連単： 391，235，700円 計： 1，222，536，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 250円 � 130円 枠 連（4－6） 710円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 480円 �� 200円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 5，510円

票 数

単勝票数 計 695561 的中 � 205414（1番人気）
複勝票数 計 969067 的中 � 279203（1番人気）� 63939（5番人気）� 208137（2番人気）
枠連票数 計 365794 的中 （4－6） 39766（2番人気）
馬連票数 計1871330 的中 �� 117731（4番人気）
馬単票数 計 850233 的中 �� 33039（5番人気）
ワイド票数 計1070868 的中 �� 51229（5番人気）�� 168581（1番人気）�� 38256（7番人気）
3連複票数 計2490156 的中 ��� 163534（2番人気）
3連単票数 計3912357 的中 ��� 51453（8番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―11．9―12．0―11．8―11．5―11．3―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．6―48．6―1：00．4―1：11．9―1：23．2―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

イストワールファム �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．10．10 東京3着

2014．1．28生 牝4栗 母 ヒストリックレディ 母母 ヒストリックスター 8戦3勝 賞金 38，949，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メローブリーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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，主として騎乗中の国名を表示している。

03069 2月12日 晴 良 （30東京1）第6日 第10競走 ��
��1，400�

ひ ば り

雲雀ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，29．2．11以降30．2．4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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

813 ワントゥワン 牝5黒鹿53 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 456± 01：22．0 3．8�
711 レインボーフラッグ 牡5鹿 55 川田 将雅 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 464－ 41：22．1� 9．3�
44 スターオブペルシャ �5栗 57 C．ルメール �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 524＋201：22．2	 3．8�
56 マテンロウハピネス 牡6鹿 54 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 460－ 81：22．41
 26．0�
69 スカイパッション 牝6栗 52 内田 博幸小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 470＋ 41：22．5クビ 107．5	
11 ショウナンライズ 牡5栗 55 戸崎 圭太国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 478＋ 21：22．6� 4．4

68 マコトサダイジン �7栗 54 蛯名 正義�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 448－ 81：22．7	 85．9�
22 ロワアブソリュー 牡5鹿 56 R．ムーア �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506－141：22．8� 4．5�

（英）

57 ラプソディーア 牝4栗 53 武 豊 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 424＋141：23．01
 14．0
710 シーズララバイ 牝4栗 52 柴田 善臣吉田 千津氏 竹内 正洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋141：23．1	 43．5�
812 ウエスタンメルシー 牝7鹿 53 松岡 正海西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 464＋ 41：23．2	 238．2�
45 ディアマイダーリン 牝6鹿 53 田中 勝春窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 492± 01：23．3クビ 62．7�
33 リンクスゼロ 牡4黒鹿54 武藤 雅目谷 一幸氏 松山 将樹 新冠 イワミ牧場 470＋ 21：24．04 357．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 97，767，300円 複勝： 140，064，100円 枠連： 48，110，100円
馬連： 271，100，700円 馬単： 125，697，200円 ワイド： 141，762，700円
3連複： 338，393，600円 3連単： 575，909，100円 計： 1，738，804，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 230円 � 150円 枠 連（7－8） 1，420円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 590円 �� 340円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 12，750円

票 数

単勝票数 計 977673 的中 � 204233（2番人気）
複勝票数 計1400641 的中 � 273963（2番人気）� 130166（5番人気）� 249537（3番人気）
枠連票数 計 481101 的中 （7－8） 26102（8番人気）
馬連票数 計2711007 的中 �� 112037（9番人気）
馬単票数 計1256972 的中 �� 32130（14番人気）
ワイド票数 計1417627 的中 �� 59890（8番人気）�� 115431（2番人気）�� 54007（9番人気）
3連複票数 計3383936 的中 ��� 127279（6番人気）
3連単票数 計5759091 的中 ��� 32743（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．4―47．7―59．1―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワントゥワン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Falbrav デビュー 2015．7．25 中京1着

2013．3．21生 牝5黒鹿 母 ワンカラット 母母 バルドウィナ 19戦5勝 賞金 112，237，000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。



03070 2月12日 晴 良 （30東京1）第6日 第11競走 ��
��1，600�第53回デイリー杯クイーンカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
牝，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

デイリースポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000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

36 テトラドラクマ 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 462－ 61：33．7 5．6�
12 フィニフティ 牝3芦 54 川田 将雅 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 426－ 21：33．8	 11．8�
59 ア ル ー シ ャ 牝3芦 54 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 422－ 81：34．11	 12．9�
714 オ ハ ナ 牝3青鹿54 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 414＋ 2 〃 クビ 12．7�
510 マ ウ レ ア 牝3鹿 54 戸崎 圭太落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 446± 01：34．2
 2．4	
24 ハ ト ホ ル 牝3鹿 54 吉田 隼人髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 454± 0 〃 クビ 60．8

35 ソシアルクラブ 牝3栗 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 450－ 81：34．3クビ 36．5�
815 モ デ レ イ ト 牝3鹿 54 武 豊�和田牧場 和田 正道 浦河 中村 雅明 456＋ 4 〃 アタマ 82．9�
48 ロフティフレーズ 牝3黒鹿54 内田 博幸水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 444± 0 〃 ハナ 131．4
612 レッドベルローズ 牝3青鹿54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 444－ 61：34．4
 10．0�
611 ライレローズ 牝3黒鹿54 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 422－ 81：34．5クビ 91．4�
713 ツ ヅ ミ モ ン 牝3黒鹿54 M．デムーロ �いとはんホールディングス 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 532－ 8 〃 アタマ 5．1�
47 キャッチミーアップ 牝3鹿 54 柴田 大知畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 430－ 21：34．6
 196．6�
23 アトムアストレア 牝3鹿 54 横山 典弘永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 460＋ 21：34．7
 243．6�
11 ナラトゥリス 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 01：35．65 27．9�
816 マルターズルーメン 牝3栗 54 柴田 善臣藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 418＋ 41：36．87 202．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 316，929，600円 複勝： 416，818，300円 枠連： 188，064，000円
馬連： 912，219，200円 馬単： 379，313，400円 ワイド： 459，939，500円
3連複： 1，311，858，300円 3連単： 2，168，968，300円 計： 6，154，110，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 360円 � 430円 枠 連（1－3） 2，150円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 6，420円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，450円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 15，560円 3 連 単 ��� 71，150円

票 数

単勝票数 計3169296 的中 � 445743（3番人気）
複勝票数 計4168183 的中 � 554112（2番人気）� 287951（5番人気）� 233232（7番人気）
枠連票数 計1880640 的中 （1－3） 67513（9番人気）
馬連票数 計9122192 的中 �� 187439（14番人気）
馬単票数 計3793134 的中 �� 44284（24番人気）
ワイド票数 計4599395 的中 �� 90675（14番人気）�� 82066（15番人気）�� 52476（23番人気）
3連複票数 計13118583 的中 ��� 63213（49番人気）
3連単票数 計21689683 的中 ��� 22100（206番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―34．6―46．0―57．8―1：09．8―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テトラドラクマ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2017．7．22 福島9着

2015．2．16生 牝3鹿 母 リビングプルーフ 母母 プルーフオブラヴ 5戦2勝 賞金 42，581，000円
〔発走状況〕 マルターズルーメン号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 ロフティフレーズ号の騎手内田博幸は，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30，000円。（被害馬：12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カレンシリエージョ号・テンワールドレイナ号・ハーレムライン号・ミュージアムヒル号

03071 2月12日 晴 良 （30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 （ダート・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
1：33．8
1：33．3

重
良

35 リヴェルディ 牡4鹿 57 吉田 隼人�佐藤牧場 中川 公成 平取 スガタ牧場 518－ 41：37．9 3．2�
（法634）

59 パイロキネシスト 牡6黒鹿57 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B498－ 41：38．0� 14．1�
24 アンティノウス 牡4黒鹿57 R．ムーア �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 530＋121：38．1	 4．6�

（英）

611 アオイサンシャイン 牝5黒鹿55 C．ルメール 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 516－ 41：38．41� 14．9�

816
 メイショウボンロク 牡7栗 57 津村 明秀松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 498－ 21：38．5	 22．7�
612 ディアコンチェルト 牡6黒鹿57 大野 拓弥ディアレストクラブ	 高木 登 新ひだか 八田ファーム 462± 0 〃 アタマ 8．7

815
 サトノダヴィンチ 牡6鹿 57 田中 勝春 	サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 494＋ 61：38．6クビ 65．5�
713 ジェイケイライアン 牡6鹿 57 戸崎 圭太小谷野次郎氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム 492＋ 8 〃 クビ 5．8�
11 � デ ブ リ ン 牡6栗 57

54 ▲野中悠太郎一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-
ble, LLC 536－ 8 〃 アタマ 194．2

510 ブルーボサノヴァ 牝7栗 55 柴田 大知 	ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 502－141：38．7クビ 227．8�
47 ポップアップスター 牡4青鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 528－ 2 〃 アタマ 7．9�
12 エグランティーナ 牝6黒鹿55 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 554＋ 8 〃 ハナ 218．0�
714 ハ シ カ ミ 牡5青鹿57 岩田 康誠中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 472－ 8 〃 ハナ 30．9�
36 コパノビジン 牝5鹿 55

52 ▲武藤 雅小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B466± 01：38．91 34．2�
48 
 エターナルヒーロー �8黒鹿57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 むかわ 東振牧場 484＋12 〃 アタマ 442．0�
23 ミ ス パ イ ロ 牝4黒鹿55 F．ミナリク村田 哲朗氏 浅野洋一郎 日高 戸川牧場 480－ 41：39．32 26．6�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 111，058，500円 複勝： 162，839，400円 枠連： 72，588，600円
馬連： 313，400，900円 馬単： 130，258，200円 ワイド： 196，242，100円
3連複： 445，296，100円 3連単： 652，301，600円 計： 2，083，985，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 340円 � 200円 枠 連（3－5） 1，930円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 650円 �� 500円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 19，190円

票 数

単勝票数 計1110585 的中 � 277334（1番人気）
複勝票数 計1628394 的中 � 374152（1番人気）� 97934（7番人気）� 198070（3番人気）
枠連票数 計 725886 的中 （3－5） 29060（8番人気）
馬連票数 計3134009 的中 �� 145413（5番人気）
馬単票数 計1302582 的中 �� 37125（7番人気）
ワイド票数 計1962421 的中 �� 77509（6番人気）�� 106459（3番人気）�� 30917（19番人気）
3連複票数 計4452961 的中 ��� 78498（11番人気）
3連単票数 計6523016 的中 ��� 24637（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．9―48．3―1：00．9―1：13．5―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リヴェルディ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．11．5 東京1着

2014．1．26生 牡4鹿 母 オートキュイジーヌ 母母 メヤディーニ 9戦3勝 賞金 44，624，000円
〔制裁〕 パイロキネシスト号の騎手松岡正海は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 フクノグリュック号・ホノカ号・ロマンホープ号
（非抽選馬） 1頭 ダイシンサクセス号
※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。



（30東京1）第6日 2月12日（月曜日） 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

258，690，000円
2，590，000円
18，950，000円
2，140，000円
30，300，000円
75，613，000円
5，844，800円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
1，001，133，000円
1，466，640，700円
573，894，200円
2，565，446，600円
1，145，013，400円
1，518，370，500円
3，577，603，200円
5，399，864，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 17，247，966，100円

総入場人員 27，733名 （有料入場人員 26，548名）
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