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03037 2月3日 晴 稍重 （31東京1）第4日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時10分 （ダート・左）
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
1：20．3

重
不良

23 フローラルパーク 牝3栗 54 C．ルメール 髙橋 正雄氏 加藤 征弘 新冠 ムラカミファーム 490－ 41：25．9 3．1�
611 ケイアイビリジアン 牡3栗 56 大野 拓弥亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 502＋121：26．53� 9．2�
816 イッツザファースト 牡3芦 56 F．ミナリク飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B488＋ 61：27．03 14．7�

（独）

47 � カーンテソーロ 牡3栗 56 田辺 裕信了德寺健二ホール
ディングス� 竹内 正洋 仏

Dunmore Stud（Ire-
land）Ltd, Earl
Haras De L’Hotellerie

486－ 41：27．21 2．2�
35 ネ リ ッ サ 牝3鹿 54 北村 宏司木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 大島牧場 420－ 21：27．3	 7．0�
612 サイファリス 牝3黒鹿54 武士沢友治水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 456± 01：27．62 435．4	
815 ア プ ラ ウ ス 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 396＋ 2 〃 クビ 404．7


59 マイネルナイペス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B452＋ 41：27．7クビ 13．2�

24 トモジャファイブ 牡3鹿 56 武 豊吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 516＋121：28．02 23．2�
48 ライフアンドソウル 牝3芦 54 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 日高 宝寄山 忠則 464＋ 61：29．17 164．7
12 ゼネラルスターク 牡3鹿 56 菅原 隆一 �ジェネラルレーシング 伊藤 伸一 新冠 レジェンドファーム 462 ―1：29．52� 409．8�
714 サクラテゾーロ 牝3青鹿54 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 412 ―1：29．82 62．0�
713 ユメノハジマリ 牝3栗 54 内田 博幸 �YGGホースクラブ 矢野 英一 日高 下河辺牧場 462＋141：30．33 49．7�
510 ニンジンムスメ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎三岡 陽氏 小桧山 悟 青森 長谷地 義正 426＋ 61：30．51 176．9�
36 オ チ ボ ル 牡3芦 56

53 ▲山田 敬士西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 460 ― 〃 アタマ 383．0�
11 クレアシアグルーヴ 牡3鹿 56

54 △横山 武史�イージス 青木 孝文 新冠 中本牧場 486 ―1：31．45 210．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，167，700円 複勝： 55，199，500円 枠連： 14，735，300円
馬連： 75，570，300円 馬単： 37，404，600円 ワイド： 55，025，500円
3連複： 114，741，600円 3連単： 138，331，300円 計： 531，175，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 260円 � 390円 枠 連（2－6） 1，660円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 520円 �� 870円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 8，830円 3 連 単 ��� 30，810円

票 数

単勝票数 計 401677 的中 � 100684（2番人気）
複勝票数 計 551995 的中 � 104813（2番人気）� 53681（4番人気）� 30705（6番人気）
枠連票数 計 147353 的中 （2－6） 6879（7番人気）
馬連票数 計 755703 的中 �� 39600（6番人気）
馬単票数 計 374046 的中 �� 12678（9番人気）
ワイド票数 計 550255 的中 �� 28414（6番人気）�� 16061（10番人気）�� 8420（17番人気）
3連複票数 計1147416 的中 ��� 9743（26番人気）
3連単票数 計1383313 的中 ��� 3255（101番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．5―36．5―49．5―1：01．9―1：13．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F36．4
3 16（3，4）13（7，11）（2，5）（9，15）（8，10）12，6＝14＝1 4 16（3，4）（13，11）7（9，5）（2，8，15）12，10－6，14＝1
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

フローラルパーク �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．29 札幌4着

2016．3．31生 牝3栗 母 フェアノータム 母母 バブルウイングス 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユメノハジマリ号・ニンジンムスメ号・オチボル号・クレアシアグルーヴ号は，「タイムオーバーに

よる出走制限」のため，平成31年3月3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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ディグヘヴン号・ルーナフォンテン号
※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。

03038 2月3日 晴 稍重 （31東京1）第4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 プレイングラン 牡3栗 56 田辺 裕信スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 470± 02：13．5 7．0�
48 タマノカイザー 牡3栗 56 北村 宏司玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 500± 02：13．71� 3．2�
11 ミッキーポテト 牡3黒鹿 56

54 △菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 530－ 22：15．08 23．5�
815 ホウオウトゥルース 牡3栗 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480± 0 〃 クビ 4．1�
47 モッズストーン 牡3栗 56 C．ルメール 吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか 畠山牧場 488＋ 22：15．53 4．4�
24 レアフィード 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅 �シルクレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 550 ―2：15．92� 34．3	
611 マテリアルワールド 牡3鹿 56 F．ミナリク堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 516＋162：16．32� 10．4


（独）

35 サクラザチェンジ 牡3栗 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 武藤 善則 新ひだか 増本牧場 472± 02：16．51 17．3�
713 ア ポ ロ ン 牡3黒鹿56 三浦 皇成エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 中川 浩典 504＋ 22：17．03 67．5
59 ヘヴンリータイム 	3栗 56 嶋田 純次伊藤 正徳氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 504－202：17．1クビ 368．2�
36 シナリオライン 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 B498－ 42：17．31� 24．2�

23 トーセンバーボン 牡3鹿 56
54 △横山 武史島川 �哉氏 柴田 政人 新ひだか 澤田 嘉隆 B466＋ 82：17．72� 38．4�

612 ネイトフォンテン 牝3栗 54 北村 友一吉橋 興生氏 戸田 博文 日高 新井 弘幸 450± 02：17．91� 174．4�
510 ムキムキムッキー 牡3芦 56

55 ☆坂井 瑠星�イージス 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 506－102：18．96 91．4�
816 シ バ ハ マ 牡3鹿 56 黛 弘人 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 514± 02：19．43 501．2�
714 ソレイケヤッコ 牝3栗 54 江田 照男森 保彦氏 奥平 雅士 新ひだか 岡田スタツド 496± 02：19．72 351．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，399，000円 複勝： 54，454，800円 枠連： 20，149，200円
馬連： 68，634，700円 馬単： 30，717，400円 ワイド： 53，941，600円
3連複： 104，271，400円 3連単： 113，373，100円 計： 480，941，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 200円 � 150円 � 410円 枠 連（1－4） 490円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，290円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 31，900円

票 数

単勝票数 計 353990 的中 � 40401（4番人気）
複勝票数 計 544548 的中 � 68804（4番人気）� 117535（1番人気）� 26466（7番人気）
枠連票数 計 201492 的中 （1－4） 31391（1番人気）
馬連票数 計 686347 的中 �� 41227（5番人気）
馬単票数 計 307174 的中 �� 7438（13番人気）
ワイド票数 計 539416 的中 �� 28805（3番人気）�� 10363（17番人気）�� 10965（15番人気）
3連複票数 計1042714 的中 ��� 12688（22番人気）
3連単票数 計1133731 的中 ��� 2576（106番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．2―30．7―43．3―56．0―1：09．0―1：22．1―1：35．2―1：48．1―2：00．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレイングラン �
�
父 オウケンブルースリ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．28 札幌8着

2016．4．11生 牡3栗 母 アルフィルク 母母 タイキポーラ 8戦1勝 賞金 7，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソレイケヤッコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月3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。
（非当選馬） 2頭 ホワイトストーム号・ララファル号
（非抽選馬） 1頭 インナーハート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 東京競馬 第４日



03039 2月3日 晴 稍重 （31東京1）第4日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

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
1：33．8
1：33．3

重
良

23 ロジシルキー 牝3黒鹿54 武 豊久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 544－ 41：40．0 3．8�
35 アドアステラ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B440－ 21：40．21� 4．1�
47 ワンダーマンボ 牝3黒鹿54 福永 祐一草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 462± 0 〃 ハナ 16．1�
11 グ リ グ リ 牝3鹿 54 C．ルメール 増田 和啓氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 506＋10 〃 ハナ 3．4�
611 ブライトアクトレス 牝3栗 54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 21：40．62� 8．8�
815 ジューンバラード 牝3青鹿54 武士沢友治吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 412－ 61：40．81� 6．7	
510 マリノジェノヴァ 牝3黒鹿54 田中 勝春
クラウン 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 442－121：40．9クビ 296．8�
24 トゥービーシック 牝3黒鹿54 横山 和生西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 430＋ 21：41．0� 57．3�
59 グラッパディローザ 牝3鹿 54 田辺 裕信丸山 担氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B480＋121：41．32 15．2
713 ログインボーナス 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎
明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 450－ 41：41．4� 259．0�
48 ペイシャルフェ 牝3黒鹿54 江田 照男北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 二風谷ファーム 420－ 2 〃 アタマ 49．9�
612 マサノトキメキ 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大
作ステーブル 422－ 61：41．5クビ 281．7�

36 アルタマレーア 牝3鹿 54
52 △横山 武史吉田 勝己氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 422－ 21：41．71� 87．2�

714 グラスベローナ 牝3鹿 54 石川裕紀人半沢� 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 442－10 〃 ハナ 277．5�
816 トーセンペリドット 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 478＋261：43．18 190．6�

（15頭）
12 クロスパール 牝3栗 54 F．ブロンデル �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 436＋ 4 （競走除外）

（仏）

売 得 金
単勝： 32，579，700円 複勝： 56，004，300円 枠連： 16，810，100円
馬連： 55，359，400円 馬単： 25，688，300円 ワイド： 42，354，200円
3連複： 69，317，600円 3連単： 78，805，600円 計： 376，919，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 140円 � 320円 枠 連（2－3） 800円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 260円 �� 860円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 9，830円

票 数

単勝票数 差引計 325797（返還計 40938） 的中 � 68414（2番人気）
複勝票数 差引計 560043（返還計 54672） 的中 � 111930（2番人気）� 119548（1番人気）� 32697（6番人気）
枠連票数 差引計 168101（返還計 6610） 的中 （2－3） 16246（3番人気）
馬連票数 差引計 553594（返還計165650） 的中 �� 71657（1番人気）
馬単票数 差引計 256883（返還計 77627） 的中 �� 17221（1番人気）
ワイド票数 差引計 423542（返還計121747） 的中 �� 47816（1番人気）�� 11508（12番人気）�� 11392（13番人気）
3連複票数 差引計 693176（返還計350756） 的中 ��� 20282（7番人気）
3連単票数 差引計 788056（返還計412301） 的中 ��� 5809（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．3―49．2―1：02．3―1：14．9―1：27．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロジシルキー �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2018．10．28 京都3着

2016．2．26生 牝3黒鹿 母 ロジウエスト 母母 シルキークラフト 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔競走除外〕 クロスパール号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クロスパール号は，平成31年2月4日から平成31年3月5日まで出走停止。停止期間の満了後に発

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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アイアムピッカピカ号
※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。

03040 2月3日 晴 稍重 （31東京1）第4日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

36 フィードバック 牡3黒鹿56 C．ルメール �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 492 ―1：39．1 4．3�
23 ヤークトボマー 牡3栗 56 横山 典弘西森 鶴氏 中川 公成 新ひだか ニシケンフアーム 462 ―1：39．2� 2．6�
12 ジューンステータス 牡3青鹿56 田辺 裕信吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 482 ―1：40．05 8．6�
48 ノ リ オ サ ン 牡3鹿 56 江田 照男國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 508 ―1：40．31� 22．0�
816 フロレンザール 牝3青鹿54 丹内 祐次中辻 明氏 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 470 ―1：40．61� 19．1�
59 ルチーフェロ 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星 	カナヤマホール
ディングス 高柳 大輔 新ひだか 秋田育成牧場 484 ―1：41．02� 7．0


11 シゲルスタールビー 牝3鹿 54 嘉藤 貴行森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 528 ―1：41．1� 38．9�
815 ココリジャスミン 牝3栗 54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 456 ―1：41．52� 74．3�
47 ゼヒニオヨバズ 牡3黒鹿56 西田雄一郎サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 536 ―1：41．6� 195．2
713 ビバーチェランラン 牝3鹿 54 大庭 和弥堀江 貞幸氏 松山 将樹 新ひだか 白井 吉美 440 ―1：41．7クビ 289．0�
611 オウケンスターマン 牡3鹿 56 柴田 善臣福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 500 ―1：42．23 24．9�
510 シバノテンショウ 牝3栗 54 横山 和生柴 一男氏 菊沢 隆徳 新冠 パカパカ

ファーム 496 ―1：42．73 113．6�
714 ハーモニーロータス 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 日高 川端 正博 474 ―1：43．01� 16．3�
612 ア ニ マ ー ト 牡3黒鹿56 田中 勝春ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508 ―1：43．21 9．2�
35 エイカイリバティ 牡3芦 56 勝浦 正樹二木 英德氏 田村 康仁 平取 清水牧場 416 ―1：43．94 86．3�
24 トモジャック 牡3青鹿 56

54 △横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 536 ―1：45．9大差 84．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，680，400円 複勝： 48，868，600円 枠連： 17，933，900円
馬連： 65，904，300円 馬単： 31，490，800円 ワイド： 50，672，400円
3連複： 93，948，400円 3連単： 106，735，200円 計： 453，234，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 130円 � 210円 枠 連（2－3） 670円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 320円 �� 600円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 8，010円

票 数

単勝票数 計 376804 的中 � 70023（2番人気）
複勝票数 計 488686 的中 � 82900（2番人気）� 118706（1番人気）� 48062（4番人気）
枠連票数 計 179339 的中 （2－3） 20486（1番人気）
馬連票数 計 659043 的中 �� 61897（1番人気）
馬単票数 計 314908 的中 �� 12633（4番人気）
ワイド票数 計 506724 的中 �� 42470（1番人気）�� 20495（5番人気）�� 28934（2番人気）
3連複票数 計 939484 的中 ��� 39288（1番人気）
3連単票数 計1067352 的中 ��� 9650（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―36．1―48．9―1：01．7―1：14．1―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィードバック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エンドスウィープ 初出走

2016．5．12生 牡3黒鹿 母 エンドレスビジネス 母母 ベンチャービジネス 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時45分に変更。
〔発走状況〕 トモジャック号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻8分遅延。
〔制裁〕 ノリオサン号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トモジャック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月3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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 ゴンジセ号・ジェイケイエース号・チバタリアン号・テイエムアラタカ号・デルマモンマルトル号・

トランスポーター号・ノボオリエンス号・ヒラボクソニック号・ブリエスフェール号・ペシュジェイド号・
ミッキーセオリー号・メイプルクリーク号・レチクル号・レッドグラティアス号・ロードトゥドラゴン号



03041 2月3日 晴 良 （31東京1）第4日 第5競走 ��
��1，400�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
1：19．5
1：19．0

良
良

12 ミヤコローズ 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 428－ 41：21．5 1．9�
36 コールザチューン 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 482－101：21．6� 10．5�
815 ショーヒデキラ 牡3鹿 56

54 △横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 480＋ 21：22．23	 7．2�
612 スターアイランド 牝3鹿 54 内田 博幸荒井 眞澄氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 408± 0 〃 クビ 18．9�
713 スコッチリール 牝3黒鹿54 石橋 脩 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 446± 01：22．41 5．2�
611 ソルパシオン 牡3栗 56 三浦 皇成 	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 480＋ 4 〃 ハナ 22．8

816 エンジェルカナ 牝3栗 54 柴田 大知 	ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 400－ 61：22．5� 17．5�
23 キアレッツァ 牝3黒鹿54 F．ブロンデル �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 420－ 4 〃 クビ 28．4�

（仏）

47 ゲハイムローゼ 牝3鹿 54 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 448± 01：23．13	 405．2

59 グッドフライデー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�下河辺牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 422 ―1：23．42 32．8�
35 テ ィ タ ー ヌ 牡3鹿 56 大野 拓弥	Shadow 栗田 徹 千歳 社台ファーム 446－ 21：23．5	 13．2�
24 カイラーサナータ 牝3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 ヒカル牧場 468－ 61：23．81� 464．1�
510 ヴァガルーナ 牝3黒鹿54 嶋田 純次岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 米田牧場 420－161：23．9	 521．0�
11 ロ ジ タ イ ム 牝3鹿 54 横山 典弘久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 458－ 21：24．64 104．4�
714 リターンチョウサン 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星	チョウサン 和田 雄二 平取 坂東牧場 498－ 41：25．34 282．0�
48 マ リ ー 牝3青鹿54 武士沢友治 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 476 ―1：25．51	 146．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，294，700円 複勝： 49，652，300円 枠連： 20，395，100円
馬連： 68，757，100円 馬単： 35，003，000円 ワイド： 49，221，200円
3連複： 93，861，200円 3連単： 123，084，100円 計： 478，268，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 230円 � 170円 枠 連（1－3） 580円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 480円 �� 350円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 10，040円

票 数

単勝票数 計 382947 的中 � 154514（1番人気）
複勝票数 計 496523 的中 � 124950（1番人気）� 42976（4番人気）� 74878（2番人気）
枠連票数 計 203951 的中 （1－3） 27104（2番人気）
馬連票数 計 687571 的中 �� 42764（4番人気）
馬単票数 計 350030 的中 �� 15911（4番人気）
ワイド票数 計 492212 的中 �� 26807（4番人気）�� 38654（2番人気）�� 8454（19番人気）
3連複票数 計 938612 的中 ��� 25149（9番人気）
3連単票数 計1230841 的中 ��� 8880（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．5―46．7―58．3―1：09．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．8
3 ・（1，6）（3，5）16，2（4，11）7，12（10，14，15）（9，13）＝8 4 ・（1，6）（3，16）（2，5）11（7，4，12）15（10，14）（9，13）－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミヤコローズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2018．7．8 福島2着

2016．2．16生 牝3鹿 母 アルバローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 4戦1勝 賞金 9，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロジタイム号・リターンチョウサン号・マリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成31年3月3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 トーセンキール号
（非抽選馬） 1頭 マーヴェラスロード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03042 2月3日 晴 良 （31東京1）第4日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時00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

48 キ ス ラ ー 牡3青鹿56 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 474 ―1：50．1 1．7�
713 ドンキースタイル 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 浦河 富田牧場 462 ―1：50．2� 52．8�
47 ベルレガッタ 牝3鹿 54 蛯名 正義山本又一郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか 矢野牧場 440 ―1：50．3� 122．5�
35 � ベストピクチャー 牝3栗 54 柴田 善臣ゴドルフィン 藤岡 健一 英 Godolphin 456 ―1：50．51	 13．5�
612� ノーブルメイア 牡3鹿 56

54 △横山 武史林 正道氏 橋口 慎介 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

486 ―1：50．71� 64．6�
23 キャノピーウォーク 牝3鹿 54 田辺 裕信窪田 芳郎氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 466 ―1：50．91 5．6	
714 ショウナンハルラ 牝3鹿 54 F．ブロンデル国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 森永 聡 408 ― 〃 ハナ 246．8


（仏）

59 � ベルゲンハーバー 牡3栗 56 F．ミナリク林 正道氏 斎藤 誠 米 Tim Thornton 448 ―1：51．11	 17．0�
（独）

24 ワイドヴィント 牡3鹿 56 江田 照男幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 512 ―1：51．52� 141．7�
816 キングリキュール 牡3黒鹿56 福永 祐一澤田 孝之氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 444 ―1：51．92� 30．9
36 ショウナンタンゴ 牝3黒鹿54 酒井 学国本 哲秀氏 吉村 圭司 新ひだか 静内フアーム 472 ―1：52．0
 154．3�
611 サルトグリーン 牝3鹿 54 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 400 ―1：52．63� 46．8�
510 ホウオウプリンセス 牝3鹿 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 470 ― 〃 アタマ 12．5�
12 ス ピ ー ナ 牝3青鹿54 横山 典弘 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470 ―1：52．81� 6．6�
815 ジュリアヴィーナス 牝3鹿 54 柴田 大知小國 和紀氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 504 ―1：53．86 146．1�
11 ベストチョウサン 牝3鹿 54 柴山 雄一�チョウサン 和田 雄二 平取 坂東牧場 398 ―1：53．9� 199．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，548，200円 複勝： 67，490，300円 枠連： 18，689，100円
馬連： 72，353，600円 馬単： 42，712，100円 ワイド： 51，036，900円
3連複： 94，216，600円 3連単： 143，396，600円 計： 534，443，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 720円 � 1，740円 枠 連（4－7） 3，030円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 2，620円 �� 23，980円

3 連 複 ��� 64，180円 3 連 単 ��� 143，990円

票 数

単勝票数 計 445482 的中 � 208062（1番人気）
複勝票数 計 674903 的中 � 337864（1番人気）� 13144（8番人気）� 5116（12番人気）
枠連票数 計 186891 的中 （4－7） 4780（11番人気）
馬連票数 計 723536 的中 �� 13063（14番人気）
馬単票数 計 427121 的中 �� 5886（16番人気）
ワイド票数 計 510369 的中 �� 9752（16番人気）�� 5019（22番人気）�� 535（88番人気）
3連複票数 計 942166 的中 ��� 1101（124番人気）
3連単票数 計1433966 的中 ��� 722（312番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．4―49．2―1：02．0―1：14．7―1：26．4―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ス ラ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medaglia d’Oro 初出走

2016．5．14生 牡3青鹿 母 シャンパンドーロ 母母 Champagne Glow 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ワイドヴィント号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ワイドヴィント号は，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19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）19頭 アガパンサス号・イグナーツ号・イニシアティブ号・ウォルフズハウル号・エリーキャナル号・

エンジェルハート号・クインズレインボー号・サツキナデシコ号・ジャスパーケイ号・ジーガスリッド号・
チェリッシュユー号・デッドアヘッド号・バチェロレッテ号・ハルシオンデイズ号・ハートリンク号・
ホウオウスティング号・マイネルバッカーノ号・ラヴアフェアー号・レイバーリフォーム号

※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。



03043 2月3日 晴 良 （31東京1）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時30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
1：44．2
1：43．9

良
良

710 アストラサンタン 牝4青鹿54 福永 祐一丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 458－ 21：48．1 2．6�
45 グレンフィナン �4鹿 56 武 豊�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B474－ 41：48．52	 8．0�
711 エリティエール 牝5鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：48．6クビ 2．5�
33 レーヌジャルダン 牝5鹿 55 三浦 皇成 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 450＋ 81：48．81
 15．4�
44 リープフラウミルヒ 牝4黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 412± 0 〃 ハナ 10．3	
813� ウインハイラント 牡5鹿 57 石川裕紀人�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 448－191：48．9� 21．6

68 � クラウンジャミール 牡4栗 56

55 ☆武藤 雅矢野まり子氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 452－12 〃 クビ 125．5�
11 ローザフェリーチェ 牝4青鹿54 F．ブロンデル �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494＋121：49．0クビ 9．5�

（仏）

57 アスコットチャンプ �6栗 57 大野 拓弥星野 男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 468＋ 21：49．32 95．1�
69 � ブライトメモリー 牝5黒鹿 55

53 △野中悠太郎広尾レース� 林 徹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 470± 01：49．61� 69．7�

56 ヤマニンベリンダ 牝5黒鹿 55
52 ▲山田 敬士土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 452－101：49．92 281．1�

22 � アキブレイブ �5黒鹿57 武士沢友治石山 嘉七氏 小野 次郎 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 468＋ 21：50．11	 167．7�

（12頭）
812� クィーンビー 牝6鹿 55 柴田 善臣�和田牧場 田中 清隆 新冠 対馬 正 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 38，171，700円 複勝： 41，685，400円 枠連： 21，967，100円
馬連： 76，393，200円 馬単： 39，407，700円 ワイド： 49，435，100円
3連複： 94，230，100円 3連単： 152，332，800円 計： 513，623，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 150円 � 120円 枠 連（4－7） 310円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 280円 �� 150円 �� 370円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 4，210円

票 数

単勝票数 計 381717 的中 � 115361（2番人気）
複勝票数 計 416854 的中 � 111590（1番人気）� 51776（3番人気）� 100127（2番人気）
枠連票数 計 219671 的中 （4－7） 54887（2番人気）
馬連票数 計 763932 的中 �� 56185（3番人気）
馬単票数 計 394077 的中 �� 17925（4番人気）
ワイド票数 計 494351 的中 �� 39127（2番人気）�� 107746（1番人気）�� 27726（4番人気）
3連複票数 計 942301 的中 ��� 101262（1番人気）
3連単票数 計1523328 的中 ��� 26232（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．2―48．9―1：01．5―1：14．1―1：25．5―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．0

3 8，10（6，13）9（1，4）2，5，3，11，7
2
4

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

勝馬の
紹 介

アストラサンタン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cozzene デビュー 2017．11．26 東京5着

2015．3．13生 牝4青鹿 母 レンドフェリーチェ 母母 レ ン Ⅱ 11戦2勝 賞金 24，050，000円
〔出走取消〕 クィーンビー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔その他〕 ローザフェリーチェ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ローザフェリーチェ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年3月3日まで出走できない。
※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。

03044 2月3日 晴 稍重 （31東京1）第4日 第8競走 ��
��1，300�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

12 � リュウノユキナ 牡4芦 57 田中 勝春蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B506＋261：17．2 25．7�
36 ミッキーワイルド 牡4鹿 57 北村 友一野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 506－ 81：17．73 1．9�
47 シアーライン 牡6鹿 57 C．ルメール 吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 524－ 81：17．91	 4．0�
35 スズカゴーディー 牡5黒鹿57 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B480－ 21：18．0クビ 5．3�
59 アメイズミー 牡5鹿 57 蛯名 正義�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 468＋ 21：18．21	 54．3�
48 シゲルゴホウサイ 牝7鹿 55 三浦 皇成森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 476＋ 41：18．41
 34．1	
611 ダイワスキャンプ �7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 440＋ 41：18．6� 20．3

510 タイセイスペリオル 牡6鹿 57 内田 博幸田中 成奉氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 478＋201：18．7� 57．1�
816 デピュティプライム �6栗 57

55 △菊沢 一樹丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 488＋ 21：18．8クビ 145．3�
612 タイセイシュラーク 牡4黒鹿57 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 柏木 一則 484± 01：19．01 49．4
23 リパーカッション 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 B530＋ 4 〃 クビ 184．1�
11 � プライムコード 牡5栗 57

55 △野中悠太郎�ターフ・スポート小西 一男 新冠 村田牧場 490± 01：19．1	 65．7�
714 クリノレオノール 牝5鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 466－ 6 〃 クビ 698．6�
713 クリムゾンバローズ �6栗 57 石川裕紀人猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 須崎牧場 530＋18 〃 ハナ 13．2�
815 ニシノオリーブ 牝4青 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 462＋ 61：19．84 178．9�
24 タイガーヴォーグ 牡6鹿 57

56 ☆武藤 雅千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 B518＋201：20．97 42．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，266，000円 複勝： 91，831，100円 枠連： 27，565，800円
馬連： 116，334，900円 馬単： 55，956，700円 ワイド： 83，454，200円
3連複： 166，610，300円 3連単： 231，924，900円 計： 824，943，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，570円 複 勝 � 490円 � 110円 � 150円 枠 連（1－3） 1，270円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 7，690円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，900円 �� 200円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 33，290円

票 数

単勝票数 計 512660 的中 � 15915（6番人気）
複勝票数 計 918311 的中 � 22822（6番人気）� 410322（1番人気）� 131235（2番人気）
枠連票数 計 275658 的中 （1－3） 16720（5番人気）
馬連票数 計1163349 的中 �� 35066（7番人気）
馬単票数 計 559567 的中 �� 5451（24番人気）
ワイド票数 計 834542 的中 �� 18755（11番人気）�� 9527（21番人気）�� 133912（1番人気）
3連複票数 計1666103 的中 ��� 35293（9番人気）
3連単票数 計2319249 的中 ��� 5050（94番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．9―12．0―11．8―11．3―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．2―30．1―42．1―53．9―1：05．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リュウノユキナ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ク ロ フ ネ （9戦1勝 賞金 25，913，000円）

2015．5．16生 牡4芦 母 ネ オ カ ラ ー 母母 ナ ギ サ 3戦1勝 賞金 11，000，000円
地方デビュー 2017．6．21 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



03045 2月3日 晴 良 （31東京1）第4日 第9競走 ��
��2，400�ゆ り か も め 賞

発走14時35分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

810 サトノジェネシス 牡3鹿 56 C．ルメール �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482＋ 42：25．9 1．4�
33 キタサンバルカン 牡3鹿 56 北村 宏司�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 440＋102：26．43 4．5�
78 サンアップルトン 牡3黒鹿56 黛 弘人 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社

ケイズ 458－ 62：26．5� 65．4�
44 マコトジュズマル 牡3栗 56 田辺 裕信�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 480± 02：26．81� 34．9�
55 クラサーヴィツァ 牝3栗 54 三浦 皇成�KTレーシング 武井 亮 洞	湖 レイクヴィラファーム 432－ 82：27．01
 50．4	
77 ペルソナデザイン 牡3鹿 56 大野 拓弥�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 ハナ 58．8

66 ハギノアップロード 牡3黒鹿56 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 472－ 2 〃 アタマ 11．0�
22 ハ ー シ ェ ル 牡3黒鹿56 北村 友一ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B460＋ 22：27．21
 23．7�
89 ラ ー ジ ヒ ル 牡3鹿 56 内田 博幸�リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 472－ 8 〃 アタマ 33．6
11 ラストヌードル 牡3鹿 56 武 豊増田 和啓氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490－142：27．3� 8．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 78，746，100円 複勝： 270，977，600円 枠連： 21，938，700円
馬連： 135，861，300円 馬単： 84，741，200円 ワイド： 86，481，300円
3連複： 171，805，000円 3連単： 388，016，000円 計： 1，238，567，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 730円 枠 連（3－8） 240円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，190円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 8，690円

票 数

単勝票数 計 787461 的中 � 420233（1番人気）
複勝票数 計2709776 的中 � 2088778（1番人気）� 200758（2番人気）� 16494（10番人気）
枠連票数 計 219387 的中 （3－8） 68559（1番人気）
馬連票数 計1358613 的中 �� 380957（1番人気）
馬単票数 計 847412 的中 �� 159158（1番人気）
ワイド票数 計 864813 的中 �� 178050（1番人気）�� 15361（14番人気）�� 8470（24番人気）
3連複票数 計1718050 的中 ��� 32705（14番人気）
3連単票数 計3880160 的中 ��� 32362（29番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．8―12．7―12．7―13．0―12．9―12．6―12．2―11．5―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．2―36．0―48．7―1：01．4―1：14．4―1：27．3―1：39．9―1：52．1―2：03．6―2：14．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F33．8
1
3
4－8，9，5，7（3，10）－6，2－1
4－8，9－（5，10）（3，7）6（2，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノジェネシス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orpen デビュー 2018．10．20 東京3着

2016．1．28生 牡3鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 3戦2勝 賞金 17，010，000円

03046 2月3日 晴 稍重 （31東京1）第4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，30．2．3以降31．1．27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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

611 スズカコーズライン 牡5鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 512－ 21：24．4 8．3�
510 ハルクンノテソーロ 牡5黒鹿55 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 478± 01：24．5� 21．7�
714 メリートーン 牝6鹿 52 木幡 巧也水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 468－101：24．6� 37．2�
816 パイルーチェ 牝5栗 53 横山 武史西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B478＋ 41：24．81 10．8�
23 ク ラ イ シ ス 牡6鹿 55 石橋 脩前田 幸治氏 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 2 〃 クビ 25．7�
59 マイネルエスパス 牡7青鹿53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 526－ 81：24．9クビ 375．2	
47 プリサイスエース 牡8栗 54 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 518＋ 4 〃 クビ 128．3

612
 イーグルバローズ 牡5鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 堀 宣行 米 C. Kidder

& N. Cole 550－ 81：25．0クビ 1．4�
24 デンコウケンジャ 牡4黒鹿54 柴田 善臣田中 康弘氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 496± 0 〃 クビ 26．7�
48 フ ァ ド ー グ �8黒鹿55 蛯名 正義 キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 21：25．31� 87．9�
12 メガオパールカフェ 牡8栗 53 福永 祐一西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 544＋ 61：25．4� 41．9�
11 アディラート 牡5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 B506＋ 4 〃 アタマ 7．5�
35 スリラーインマニラ �6鹿 54 丹内 祐次古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 454＋ 4 〃 クビ 441．4�
815 タイセイプレシャス �7栗 55 大野 拓弥田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 476－ 81：25．71� 61．6�
36 ブラックジョー �6青鹿54 横山 典弘山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 464－121：25．91� 81．7�
713 セ ネ ッ テ ィ 牡6鹿 54 北村 友一 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 496－ 61：26．0クビ 186．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，172，700円 複勝： 202，297，300円 枠連： 45，730，100円
馬連： 200，306，100円 馬単： 101，008，100円 ワイド： 125，372，300円
3連複： 298，607，500円 3連単： 489，723，000円 計： 1，545，217，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 460円 � 730円 � 1，150円 枠 連（5－6） 1，200円

馬 連 �� 6，690円 馬 単 �� 12，760円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 2，380円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 35，950円 3 連 単 ��� 180，960円

票 数

単勝票数 計 821727 的中 � 78748（3番人気）
複勝票数 計2022973 的中 � 124762（4番人気）� 72202（5番人気）� 44273（7番人気）
枠連票数 計 457301 的中 （5－6） 29321（5番人気）
馬連票数 計2003061 的中 �� 23189（14番人気）
馬単票数 計1010081 的中 �� 5934（28番人気）
ワイド票数 計1253723 的中 �� 23684（12番人気）�� 13519（23番人気）�� 8951（34番人気）
3連複票数 計2986075 的中 ��� 6229（85番人気）
3連単票数 計4897230 的中 ��� 1962（373番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―36．1―48．5―1：00．5―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカコーズライン �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 Fortunate Prospect デビュー 2016．11．20 京都5着

2014．5．20生 牡5鹿 母 ヴ ェ ス タ 母母 Amavalidhope 17戦5勝 賞金 78，172，000円
※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） 2頭 ヴォーガ号・バーンフライ号

２レース目



03047 2月3日 晴 良 （31東京1）第4日 第11競走 ��
��1，600�第69回東 京 新 聞 杯（ＧⅢ）

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

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

22 インディチャンプ 牡4鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460± 01：31．9 2．7�
46 レッドオルガ 牝5鹿 54 北村 友一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450± 01：32．0	 11．4�
11 サトノアレス 牡5黒鹿56 柴山 雄一 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 518＋ 4 〃 アタマ 9．8�
58 ロードクエスト 牡6鹿 57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 464＋ 41：32．31	 48．1�
35 タワーオブロンドン 牡4鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋10 〃 ハナ 3．6	
34 ストーミーシー 牡6栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 536＋ 2 〃 クビ 399．0

713 リライアブルエース 牡6黒鹿56 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－161：32．51
 41．9�
815 レ イ エ ン ダ 牡4黒鹿56 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 アタマ 9．9�
610 ロ ジ ク ラ イ 牡6黒鹿57 横山 典弘久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 522＋ 4 〃 ハナ 5．0
59 ヤングマンパワー 牡7黒鹿57 F．ブロンデル星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 538－ 2 〃 ハナ 290．8�

（仏）

814 レ ア リ ス タ 牡7栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486＋101：32．6クビ 227．3�
23 テトラドラクマ 牝4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 470－ 61：32．7� 29．9�
47 ゴールドサーベラス 牡7栗 56 大野 拓弥田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 458＋ 81：32．9� 358．4�
611� ジャンダルム 牡4黒鹿56 武 豊前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited 510＋ 61：33．21� 33．3�
712 ショウナンアンセム 牡6芦 56 F．ミナリク�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 486－ 21：33．52 97．5�

（独）

（15頭）

売 得 金
単勝： 329，987，400円 複勝： 377，619，900円 枠連： 145，004，300円 馬連： 986，669，400円 馬単： 392，194，700円
ワイド： 528，066，500円 3連複： 1，612，989，300円 3連単： 2，634，822，400円 5重勝： 749，338，500円 計： 7，756，692，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 240円 � 240円 枠 連（2－4） 1，740円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 630円 �� 630円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 18，190円

5 重 勝
対象競走：京都10R／東京10R／中京11R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 1，846，960円

票 数

単勝票数 計3299874 的中 � 944859（1番人気）
複勝票数 計3776199 的中 � 946153（1番人気）� 338870（5番人気）� 349393（4番人気）
枠連票数 計1450043 的中 （2－4） 64420（8番人気）
馬連票数 計9866694 的中 �� 413529（8番人気）
馬単票数 計3921947 的中 �� 103540（12番人気）
ワイド票数 計5280665 的中 �� 217871（7番人気）�� 218341（6番人気）�� 140117（12番人気）
3連複票数 計16129893 的中 ��� 280959（13番人気）
3連単票数 計26348224 的中 ��� 105016（56番人気）
5重勝票数 計7493385 的中 ����� 284

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．2―11．5―11．3―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．5―45．7―57．2―1：08．5―1：20．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インディチャンプ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．28 阪神1着

2015．2．21生 牡4鹿 母 ウィルパワー 母母 トキオリアリティー 8戦5勝 賞金 108，818，000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。

03048 2月3日 晴 良 （31東京1）第4日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

45 トゥザクラウン 牡5鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B526－ 81：19．6 3．0�
11 オールザゴー 牡5鹿 57 武 豊 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 21：20．45 7．0�
44 メモリーコロネット 牝4黒鹿55 蛯名 正義�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 440－ 21：20．5クビ 10．7�
69 ウィンドライジズ 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 470＋ 41：20．71� 8．6�
813 デ ィ ロ ス 牡4鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 528＋14 〃 クビ 4．1	
33 キラービューティ 牝5栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：20．8	 13．9

56 オルレアンローズ 牝6鹿 55 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新冠 ヒカル牧場 490＋ 21：21．01	 24．6�
22 シグナライズ 牝4鹿 55 北村 友一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 496＋ 41：21．31	 7．6�
711 スイーズドリームス 牡5鹿 57 横山 典弘大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500－ 4 〃 クビ 29．9
812 ビヨンジオール 牡7鹿 57 的場 勇人林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 518－ 41：21．51� 81．1�
68 ディーパワンサ 牝5栗 55

54 ☆坂井 瑠星 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 452＋201：21．92	 32．0�
710 ス フ ェ ー ン 牡6鹿 57

55 △菊沢 一樹キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 464－ 4 〃 ハナ 489．4�
57 サバイバルポケット 牝6鹿 55 F．ブロンデル福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 41：23．28 149．8�
（仏）

（13頭）

売 得 金
単勝： 129，338，500円 複勝： 164，845，900円 枠連： 52，516，900円
馬連： 299，019，800円 馬単： 118，602，100円 ワイド： 200，286，400円
3連複： 416，740，600円 3連単： 616，068，600円 計： 1，997，418，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 240円 � 260円 枠 連（1－4） 950円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 470円 �� 570円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 11，270円

票 数

単勝票数 計1293385 的中 � 343854（1番人気）
複勝票数 計1648459 的中 � 377034（1番人気）� 159074（5番人気）� 140330（7番人気）
枠連票数 計 525169 的中 （1－4） 42797（3番人気）
馬連票数 計2990198 的中 �� 227142（2番人気）
馬単票数 計1186021 的中 �� 52967（3番人気）
ワイド票数 計2002864 的中 �� 114776（4番人気）�� 91641（5番人気）�� 47555（14番人気）
3連複票数 計4167406 的中 ��� 118540（7番人気）
3連単票数 計6160686 的中 ��� 39628（20番人気）

ハロンタイム 12．6―10．4―10．7―11．4―11．3―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．0―33．7―45．1―56．4―1：07．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．5
3 6－5，7－3（8，9）4，12－10（1，13）－2－11 4 6－5－（3，7，9）（4，8）12（10，13）1，2－11

勝馬の
紹 介

トゥザクラウン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．23 京都9着

2014．2．12生 牡5鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 13戦4勝 賞金 65，764，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サバイバルポケット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月3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。

５レース目



（31東京1）第4日 2月3日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 177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

245，470，000円
23，210，000円
1，560，000円
28，980，000円
70，264，500円
4，857，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
938，352，100円
1，480，927，000円
423，435，600円
2，221，164，100円
994，926，700円
1，375，347，600円
3，331，339，600円
5，216，613，600円
749，338，500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
5 重 勝
計 16，731，444，800円

総入場人員 33，095名 （有料入場人員 31，558名）
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