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03085 2月17日 晴 良 （31東京1）第8日 第1競走 ��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

47 ニューツーリズム 牡3青鹿56 田辺 裕信吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム B498＋ 62：15．9 12．3�
58 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 528－ 22：16．75 5．5�
814 オウケンランボー 牡3黒鹿56 C．ルメール 福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 514＋ 42：16．91� 6．9�
46 ブラックアンバー 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 大栄牧場 518＋142：17．0� 12．1�
23 マンノグランプリ 牡3鹿 56 戸崎 圭太萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 506－ 82：17．1クビ 5．9�
11 タイキウォレス 牡3芦 56 F．ミナリク�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 462± 02：17．31� 3．2	
（独）

35 ユイノニュータイプ 牡3青鹿56 津村 明秀由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 若林牧場 474－ 22：17．51 22．3

712 スタンサンセイ 牡3鹿 56 和田 竜二吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 548 ― 〃 ハナ 25．7�
713 ミラクルスクワート 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 北海道静内農業高等学校 472＋ 22：17．71 34．7�
610 ク リ ム ト ゥ 牡3栗 56

54 △野中悠太郎�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 510± 02：18．65 44．2
22 コ ル ク 牡3栗 56 北村 宏司是枝 浩平氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B494＋ 22：18．81 13．3�
815 ジ ェ イ コ ブ 牡3鹿 56 内田 博幸市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 千歳 社台ファーム 492－ 42：19．86 26．4�
34 コリンズクレスト 牡3栗 56 岩田 康誠嶋田 賢氏 奥村 武 新ひだか 服部 牧場 470－122：20．54 72．8�
611 クリノブラックオー 牡3鹿 56 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 三輪牧場 480＋ 22：21．56 252．9�
59 ダイレクトフライト 牡3鹿 56 大野 拓弥�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 62：22．03 39．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，968，400円 複勝： 48，148，600円 枠連： 17，955，300円
馬連： 69，774，100円 馬単： 30，648，500円 ワイド： 52，162，200円
3連複： 101，772，500円 3連単： 114，800，900円 計： 464，230，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 290円 � 200円 � 230円 枠 連（4－5） 1，400円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 8，100円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，210円 �� 640円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 41，220円

票 数

単勝票数 計 289684 的中 � 18696（6番人気）
複勝票数 計 481486 的中 � 39546（5番人気）� 67073（3番人気）� 56008（4番人気）
枠連票数 計 179553 的中 （4－5） 9895（9番人気）
馬連票数 計 697741 的中 �� 13960（13番人気）
馬単票数 計 306485 的中 �� 2835（30番人気）
ワイド票数 計 521622 的中 �� 14585（9番人気）�� 10772（13番人気）�� 21581（5番人気）
3連複票数 計1017725 的中 ��� 13152（15番人気）
3連単票数 計1148009 的中 ��� 2019（113番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．9―31．3―44．2―57．2―1：10．0―1：22．9―1：36．1―1：49．4―2：02．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニューツーリズム �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．29 新潟11着

2016．5．3生 牡3青鹿 母 インディストラーダ 母母 インディパレード 6戦1勝 賞金 5，625，000円
〔制裁〕 クリムトゥ号の騎手野中悠太郎は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

ブラックアンバー号の騎手木幡育也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔その他〕 ダイレクトフライト号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔3走成績による出走制限〕 クリノブラックオー号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年4月17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。

03086 2月17日 晴 良 （31東京1）第8日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時35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
1：21．5
1：20．3

重
不良

611 グルーヴィット 牡3鹿 56 M．デムーロ �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：26．5 2．4�
59 シュガーサンダー 牡3鹿 56 福永 祐一ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 500－ 81：26．71� 8．4�
47 モリノカワセミ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 444－ 41：26．91� 15．6�
48 ロマンティコ 牡3鹿 56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 若林牧場 540－ 61：27．0� 4．6�
713 アンジェリーブル 牝3栗 54 松岡 正海�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444＋ 21：27．21� 92．9	
510 ホウオウモントレー 牝3芦 54 武 豊小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 494＋ 81：27．3� 7．1

23 ペイシャクレア 牝3鹿 54 和田 竜二北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 410＋ 41：28．25 12．8�
612 オールミラージュ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 伊藤 正徳 新冠 スカイビーチステーブル 454± 01：28．3� 403．6�
35 ロードシュタルク 牡3栗 56 北村 宏司 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 450＋ 61：28．83 141．3
12 フジノタカネ 牡3芦 56 岩田 康誠星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：29．01� 8．8�
815 ラストクローザー 牡3栗 56 F．ブロンデル加藤 義久氏 黒岩 陽一 新ひだか カタオカフアーム 498＋ 2 〃 ハナ 156．1�

（仏）

24 シゲルアコヤガイ 牝3芦 54 蛯名 正義森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 426－ 4 〃 アタマ 128．6�

816 トピアリスト 牝3栗 54 大野 拓弥�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 434－ 61：29．1クビ 83．2�
11 ラテリシウス 牝3黒鹿54 津村 明秀 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 508－ 61：29．63 54．1�
36 ヘ ニ ッ ヒ 牡3黒鹿56 F．ミナリク小田 吉男氏 武井 亮 新冠 新冠橋本牧場 476－ 21：30．13 22．7�

（独）

（15頭）
714 トーアシオン 牡3栗 56 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 46，069，000円 複勝： 66，505，400円 枠連： 17，514，400円
馬連： 80，597，800円 馬単： 37，802，700円 ワイド： 57，188，400円
3連複： 111，497，300円 3連単： 132，980，700円 計： 550，155，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 220円 � 380円 枠 連（5－6） 450円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 500円 �� 970円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 6，350円 3 連 単 ��� 22，840円

票 数

単勝票数 計 460690 的中 � 152546（1番人気）
複勝票数 計 665054 的中 � 165105（1番人気）� 71471（5番人気）� 34098（7番人気）
枠連票数 計 175144 的中 （5－6） 29523（1番人気）
馬連票数 計 805978 的中 �� 57350（3番人気）
馬単票数 計 378027 的中 �� 16939（4番人気）
ワイド票数 計 571884 的中 �� 31334（4番人気）�� 14806（12番人気）�� 8541（21番人気）
3連複票数 計1114973 的中 ��� 13154（21番人気）
3連単票数 計1329807 的中 ��� 4220（69番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．0―13．1―13．0―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．9―49．0―1：02．0―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グルーヴィット �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．20 京都1着

2016．4．5生 牡3鹿 母 スペシャルグルーヴ 母母 ソニックグルーヴ 2戦2勝 賞金 14，200，000円
〔出走取消〕 トーアシオン号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ロマンティコ号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※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 アヴォンリー号・エコロシンフォニー号・サーストンバーラム号
※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。

第１回 東京競馬 第８日



03087 2月17日 晴 良 （31東京1）第8日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時05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

47 エンドーツダ 牝3鹿 54 岩部 純二望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 448± 01：39．6 5．0�
612 レトロフィット 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 488＋ 21：39．92 6．6�
23 トゥーフラッシー 牝3鹿 54 蛯名 正義西森 鶴氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 460± 01：40．1� 3．2�
714 ストラトフォード 牝3鹿 54 F．ミナリク下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B470＋141：40．42 23．4�
（独）

815 ジーナアイリス 牝3芦 54 内田 博幸 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 526＋ 6 〃 クビ 5．0�
611 トゥインクルリーフ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか ウエスタンファーム 450－ 21：40．61� 10．7

713 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± 01：40．7クビ 8．8�
35 ベターハーフ 牝3青鹿54 岩田 康誠宮城 寛也氏 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 464 ―1：41．55 27．4�
12 ツキノサバク 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹窪田 芳郎氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 436－ 61：42．03 37．0
510 サクラクリスタル 牝3青鹿54 横山 典弘	さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 454＋ 21：42．63� 61．3�
48 ウジラーサン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也瀬谷 �雄氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 430± 0 〃 アタマ 83．2�
816 パルティアーモ 牝3鹿 54 F．ブロンデル �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 484＋121：42．81� 48．2�

（仏）

59 クリキンツバ 牝3栗 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 星野 忍 日高 原田牧場 470＋ 41：43．75 413．0�
11 オスカーティアラ 牝3鹿 54 和田 竜二森 保彦氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 474＋161：43．91� 39．2�
24 ゴールドビーム 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也北原光一郎氏 鈴木 伸尋 浦河 藤春 修二 432 ―1：45．49 173．6�
36 グラディート 牝3鹿 54 伴 啓太米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 416＋ 81：46．67 480．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，440，200円 複勝： 65，765，000円 枠連： 20，661，000円
馬連： 82，592，700円 馬単： 37，667，100円 ワイド： 60，607，400円
3連複： 117，676，300円 3連単： 130，272，000円 計： 557，681，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 180円 � 140円 枠 連（4－6） 1，430円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，560円

ワ イ ド �� 770円 �� 350円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 14，600円

票 数

単勝票数 計 424402 的中 � 67357（2番人気）
複勝票数 計 657650 的中 � 92492（3番人気）� 83065（4番人気）� 147318（1番人気）
枠連票数 計 206610 的中 （4－6） 11127（9番人気）
馬連票数 計 825927 的中 �� 26426（9番人気）
馬単票数 計 376671 的中 �� 6194（17番人気）
ワイド票数 計 606074 的中 �� 18802（11番人気）�� 47123（2番人気）�� 31656（5番人気）
3連複票数 計1176763 的中 ��� 47798（3番人気）
3連単票数 計1302720 的中 ��� 6468（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．4―48．6―1：01．4―1：14．2―1：26．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンドーツダ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．9．9 中山4着

2016．4．23生 牝3鹿 母 ウ ィ ッ シ ュ 母母 コマーサント 4戦1勝 賞金 8，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドビーム号・グラディート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月

17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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アートノーブル号・タカラパーティ号・ツウカイステラ号・ニシノアメイズ号・ノアキセキ号・ロジカルガール号
※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。

03088 2月17日 晴 良 （31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

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 422＋ 21：35．7 9．6�
12 エクセランフィーユ 牝3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 416 ―1：35．8� 15．7�

（仏）

24 コスモエスパーダ 牡3青 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 静内酒井牧場 472－ 21：35．9� 31．1�
713 カフェシュヴァルツ 牡3黒鹿56 武 豊西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 460－ 41：36．0� 8．5�
59 トランスナショナル 牡3栗 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 クビ 1．3�
611 スコッチリール 牝3黒鹿54 津村 明秀 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 クビ 24．1	
612 ショウナンバニラ 牝3鹿 54 F．ミナリク�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 424＋ 4 〃 同着 33．4


（独）

11 マ カ リ カ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 432± 01：36．1� 20．0�
48 クリノイヴァンカ 牝3鹿 54 横山 典弘栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか タイヘイ牧場 458＋121：36．2� 57．1
714 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 410＋ 21：36．41� 56．9�
36 トワイライトビギン 牝3鹿 54 勝浦 正樹田島榮二郎氏 小野 次郎 新ひだか 元茂牧場 466＋181：36．61� 71．6�
510 アーミングエリア 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 466＋ 41：36．7クビ 84．5�
47 ナムラナマステ 牝3栗 54 武士沢友治奈村 信重氏 石栗 龍彦 日高 いとう牧場 396± 01：36．91� 135．3�
816 ド ナ リ エ ラ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 福岡 駿弥 468＋ 21：37．43 429．1�
815 ドラゴンエナジー 牡3鹿 56

55 ☆藤田菜七子田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 株式会社カ
ネツ牧場 460＋ 41：37．71� 112．6�

23 セイウンカガヤキ 牝3鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 村上 欽哉 432 ―1：39．29 213．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，344，000円 複勝： 175，821，900円 枠連： 20，900，400円
馬連： 74，924，200円 馬単： 52，237，300円 ワイド： 59，919，100円
3連複： 108，930，200円 3連単： 193，526，600円 計： 732，603，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 530円 � 1，330円 � 1，320円 枠 連（1－3） 3，530円

馬 連 �� 8，290円 馬 単 �� 18，790円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 1，880円 �� 4，760円

3 連 複 ��� 43，870円 3 連 単 ��� 253，260円

票 数

単勝票数 計 463440 的中 � 38305（3番人気）
複勝票数 計1758219 的中 � 93157（2番人気）� 33949（6番人気）� 34094（5番人気）
枠連票数 計 209004 的中 （1－3） 4585（10番人気）
馬連票数 計 749242 的中 �� 7002（17番人気）
馬単票数 計 522373 的中 �� 2084（35番人気）
ワイド票数 計 599191 的中 �� 8381（20番人気）�� 8298（21番人気）�� 3193（41番人気）
3連複票数 計1089302 的中 ��� 1862（89番人気）
3連単票数 計1935266 的中 ��� 554（415番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．1―12．6―12．9―11．4―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．2―48．8―1：01．7―1：13．1―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．0
3 ・（3，4）14（1，9，11）（2，5，6，13）12（7，16）15－10－8 4 ・（3，4）14（1，9，11，13）（2，5，6）（12，7，15）（16，10）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ネ リ ッ サ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．11．3 東京2着

2016．3．28生 牝3鹿 母 ポ ー シ ア 母母 レディオブヴェニス 4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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ゴールデンゾーン号・サトノフォース号・シセイタイガ号・メルキュール号
※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。



03089 2月17日 晴 良 （31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

35 アイリスフィール 牝3鹿 54 津村 明秀�杵臼牧場 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 448 ―1：51．3 5．0�
24 トランスポーター 牡3芦 56 福永 祐一安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 470 ―1：51．51� 9．3�
815 キ ー ト ス 牝3栗 54 和田 竜二�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 408 ―1：51．71 21．3�
510 チェリッシュユー 牝3黒鹿54 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466 ―1：51．8� 5．8�
714 クインズレインボー 牝3芦 54

52 △野中悠太郎亀田 和弘氏 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 414 ―1：52．12 65．6	
23 エリーキャナル 牝3栗 54 F．ミナリク �ロードホースクラブ 斎藤 誠 日高 森永牧場 484 ―1：52．2	 12．5


（独）

59 ラヴアフェアー 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 和子氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 410 ― 〃 クビ 18．5�

11 サンデースクール 牝3鹿 54 松山 弘平ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448 ― 〃 ハナ 56．6�

47 ゴ ン ジ セ 牝3黒鹿54 菅原 隆一西森 鶴氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 454 ―1：52．3クビ 182．0
36 メイショウジザイ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 和田 勇介 平取 びらとり牧場 512 ―1：52．4	 23．2�
48 アガパンサス 牝3青鹿 54

52 △菊沢 一樹池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 440 ―1：52．61� 59．3�
816 エストレーモシチー 牡3鹿 56 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 田中 清隆 新ひだか 野坂牧場 472 ― 〃 クビ 78．0�
611 デッドアヘッド 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース藤沢 和雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482 ―1：52．7	 2．1�
12 ピエタフィリアーレ 牡3栗 56 村田 一誠佐伯 太朗氏 菊川 正達 新冠 長浜 秀昭 B478 ―1：52．8� 198．7�
612 ウエスタンランポ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也西川 賢氏 伊藤 正徳 新ひだか ウエスタンファーム 410 ― 〃 クビ 148．8�
713 ジョグジャカルタ 牡3青鹿56 江田 照男丸山 担氏 小島 茂之 日高 宝寄山 忠則 456 ―1：53．01� 79．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，247，900円 複勝： 47，404，600円 枠連： 20，100，900円
馬連： 70，682，600円 馬単： 35，538，300円 ワイド： 48，988，000円
3連複： 92，645，800円 3連単： 116，214，700円 計： 474，822，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 240円 � 430円 枠 連（2－3） 950円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，300円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 8，730円 3 連 単 ��� 37，380円

票 数

単勝票数 計 432479 的中 � 68113（2番人気）
複勝票数 計 474046 的中 � 69628（2番人気）� 53292（4番人気）� 24509（6番人気）
枠連票数 計 201009 的中 （2－3） 16379（5番人気）
馬連票数 計 706826 的中 �� 30884（6番人気）
馬単票数 計 355383 的中 �� 8007（12番人気）
ワイド票数 計 489880 的中 �� 19170（6番人気）�� 9560（15番人気）�� 6311（21番人気）
3連複票数 計 926458 的中 ��� 7956（27番人気）
3連単票数 計1162147 的中 ��� 2254（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．6―38．4―51．2―1：04．4―1：17．3―1：28．8―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

アイリスフィール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2016．4．17生 牝3鹿 母 シルクアイリス 母母 タガノアイリス 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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 アモレッタ号・インマイレーベン号・エバーブラック号・キングアゲン号・クランドゥイユ号・

コマノヴァンドール号・スタックオンユー号・スプーンミー号・タイガーロータス号・パラダイスリーフ号・
フッカツノジュモン号・ブライティアセルバ号・ブラックエンジェル号・マヨルカフレイバー号・マリノオードリー号

※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。

03090 2月17日 晴 良 （31東京1）第8日 第6競走 ��
��1，300�サラブレッド系4歳以上

発走12時55分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

612 アイアムジュピター 牡5鹿 57 津村 明秀堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 504－ 61：19．3 59．5�
23 オ ー ル デ ン 牡5鹿 57 内田 博幸金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 458＋ 61：19．4� 31．3�
48 デルマカミカゼ 牡4黒鹿57 四位 洋文浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 460＋ 21：19．61	 51．7�
24 オープンザウェイ 
7栗 57 勝浦 正樹�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 B470＋ 41：19．7� 13．4�
59 タイキメサイア 牡4栗 57 戸崎 圭太�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 514＋ 41：19．8� 8．8	
47 タイセイマルス 牡5黒鹿57 M．デムーロ田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 B488＋ 41：20．11� 6．6

510 サンタナブルー 牡7黒鹿 57

56 ☆藤田菜七子 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 482－ 4 〃 クビ 14．3�
714 ザベストエバー 牡5黒鹿57 田辺 裕信古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 470－ 21：20．52� 19．8�
11 � ミッキーハイド 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 506＋ 31：20．6� 5．5
713� セブンレジェンド 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 育也橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 516＋ 21：20．7クビ 397．6�
816 ハヤブサレジェンド 牡4黒鹿57 C．ルメール�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500－ 6 〃 アタマ 2．4�
35 ロ ジ ム ー ン 牡5鹿 57 武 豊久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：20．8� 74．4�
36 ジェイケイマッチョ 
4鹿 57 岩田 康誠小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 B482± 01：21．43� 35．7�
815 バンケットスクエア 牡5黒鹿57 江田 照男飯田 正剛氏 矢野 英一 米 Dr. Masa-

take Iida 530＋261：21．82� 166．7�
611 ブランメジェール 牝5芦 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox
Farm 474± 01：21．9� 11．2�

12 � フォルミダーブル 
4栗 57 大庭 和弥井手 慶祐氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 508－ 61：22．11	 278．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，245，300円 複勝： 74，036，400円 枠連： 23，452，400円
馬連： 96，963，400円 馬単： 42，561，400円 ワイド： 73，070，400円
3連複： 133，789，700円 3連単： 149，701，900円 計： 645，820，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，950円 複 勝 � 1，580円 � 860円 � 1，040円 枠 連（2－6） 3，460円

馬 連 �� 54，770円 馬 単 �� 115，230円

ワ イ ド �� 12，690円 �� 9，710円 �� 10，110円

3 連 複 ��� 341，300円 3 連 単 ��� 1，307，630円

票 数

単勝票数 計 522453 的中 � 7019（12番人気）
複勝票数 計 740364 的中 � 12141（12番人気）� 23309（9番人気）� 19019（11番人気）
枠連票数 計 234524 的中 （2－6） 5245（16番人気）
馬連票数 計 969634 的中 �� 1372（77番人気）
馬単票数 計 425614 的中 �� 277（152番人気）
ワイド票数 計 730704 的中 �� 1485（73番人気）�� 1945（67番人気）�� 1867（68番人気）
3連複票数 計1337897 的中 ��� 294（327番人気）
3連単票数 計1497019 的中 ��� 83（1686番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．8―11．8―12．1―12．2―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．4―30．2―42．0―54．1―1：06．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムジュピター �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．3．5 中山4着

2014．4．7生 牡5鹿 母 アイアムネオ 母母 イクスペクトトゥシャイン 12戦2勝 賞金 18，414，000円
［他本会外：5戦0勝］



03091 2月17日 晴 良 （31東京1）第8日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時25分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

610 カ ヴ ァ ル 牡4青鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504＋142：25．9 5．7�

813 ワセダインブルー 牡4鹿 56 武 豊大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 450＋122：26．11� 8．0�
57 エリティエール 牝5鹿 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 442－ 22：26．31	 5．5�
69 カーロバンビーナ 牝4鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 406－ 22：26．4クビ 12．3�
33 ジョブックコメン 牝4黒鹿 54

51 ▲山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 430＋ 22：26．5	 9．4	
712 ヴァンクールシルク 
5栗 57 F．ブロンデル �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 592＋162：26．6	 26．7


（仏）

22 タンタフエルサ 牡4鹿 56 戸崎 圭太�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B446＋ 6 〃 クビ 4．9�

11 ゴールドパッキャオ 牡4栗 56 内田 博幸増田 和啓氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 474± 02：26．81� 37．2�
46 ブルースカイハーツ 牡5黒鹿57 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 452＋122：27．33 42．2
814� マイネルスカイ 牡4黒鹿 56

54 △野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B484－ 42：27．51� 194．7�

711 ロマンテソーロ 牝4青鹿54 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 462－ 42：28．13	 33．2�

45 アルビオリクス 牡4鹿 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 516＋ 4 〃 クビ 4．0�
34 ハルカノテソーロ 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 服部 健太郎 522＋ 82：28．52	 117．9�

58 ノーブルカリス 牝4鹿 54 江田 照男吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 田中 裕之 462± 02：28．71� 234．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 55，430，000円 複勝： 80，129，200円 枠連： 22，220，100円
馬連： 111，344，700円 馬単： 46，569，800円 ワイド： 72，947，600円
3連複： 143，473，800円 3連単： 182，382，600円 計： 714，497，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 320円 � 200円 枠 連（6－8） 2，000円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 6，900円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 980円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 9，360円 3 連 単 ��� 59，420円

票 数

単勝票数 計 554300 的中 � 77666（4番人気）
複勝票数 計 801292 的中 � 101869（4番人気）� 58585（6番人気）� 110654（3番人気）
枠連票数 計 222201 的中 （6－8） 8585（10番人気）
馬連票数 計1113447 的中 �� 22291（17番人気）
馬単票数 計 465698 的中 �� 5060（30番人気）
ワイド票数 計 729476 的中 �� 13160（19番人気）�� 19417（12番人気）�� 12836（20番人気）
3連複票数 計1434738 的中 ��� 11491（31番人気）
3連単票数 計1823826 的中 ��� 2225（212番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．5―12．1―12．6―12．9―12．8―12．1―11．9―11．4―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．5―37．0―49．1―1：01．7―1：14．6―1：27．4―1：39．5―1：51．4―2：02．8―2：14．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ヴ ァ ル �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．15 東京2着

2015．2．8生 牡4青鹿 母 ペニーホイッスル 母母 ラークホイッスル 10戦2勝 賞金 22，350，000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。

03092 2月17日 晴 良 （31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 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
1：56．1
1：56．1

良
良

33 ファストアプローチ �4栗 56 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 544－ 62：00．9 4．7�
66 トラストケンシン 牡4鹿 56 和田 竜二菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 476＋ 82：01．0	 5．1�
88 アグレアーブル 牝6青鹿55 岩田 康誠 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 502＋ 4 〃 クビ 5．2�
55 サブライムカイザー 牡7鹿 57 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 B514＋122：01．1クビ 10．3�
44 モ ク レ レ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 522＋162：01．31 2．4	
22 サーレンブラント 牡5鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 458－ 2 〃 クビ 7．7

77 オンタケハート 牡8鹿 57 北村 宏司宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 480－ 62：01．72	 86．3�
89 
 ヴァントネール 牝5栗 55 菅原 隆一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 浦河トラストスリーファーム 444± 02：02．76 247．1�
11 スワンボート 牡9鹿 57 大庭 和弥田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 474－ 82：04．6大差 164．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 47，634，500円 複勝： 49，654，000円 枠連： 13，333，400円
馬連： 90，426，000円 馬単： 47，104，700円 ワイド： 50，373，800円
3連複： 99，201，400円 3連単： 210，527，500円 計： 608，255，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 170円 � 160円 枠 連（3－6） 870円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 390円 �� 390円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 8，650円

票 数

単勝票数 計 476345 的中 � 80650（2番人気）
複勝票数 計 496540 的中 � 78320（3番人気）� 72521（4番人気）� 84408（2番人気）
枠連票数 計 133334 的中 （3－6） 11795（4番人気）
馬連票数 計 904260 的中 �� 70218（5番人気）
馬単票数 計 471047 的中 �� 21750（6番人気）
ワイド票数 計 503738 的中 �� 33166（6番人気）�� 33397（5番人気）�� 29573（8番人気）
3連複票数 計 992014 的中 ��� 45689（9番人気）
3連単票数 計2105275 的中 ��� 17642（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．8―37．4―49．7―1：02．1―1：14．3―1：26．5―1：37．7―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

ファストアプローチ �
�
父 Dawn Approach �

�
母父 Marju デビュー 2017．6．10 東京4着

2015．2．26生 �4栗 母 ジョリージョコンド 母母 Jioconda 11戦2勝 賞金 47，450，000円
〔制裁〕 トラストケンシン号の騎手和田竜二は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）



03093 2月17日 晴 良 （31東京1）第8日 第9競走 ��
��1，600�ヒヤシンスステークス（Ｌ）

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 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

66 オーヴァルエース 牡3栗 56 蛯名 正義西森 鶴氏 高木 登 浦河 梅田牧場 508± 01：38．6 3．7�
89 ヴァイトブリック 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 504＋101：38．7	 6．0�
33 デルマルーヴル 牡3青鹿57 C．ルメール 浅沼 廣幸氏 戸田 博文 平取 坂東牧場 498＋ 51：39．12
 2．4�
11 マスターフェンサー 牡3栗 56 岩田 康誠吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 480－ 61：39．2	 12．8�
810 イ メ ル 牡3黒鹿56 和田 竜二吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 村下 清志 468－101：39．41
 37．3�
55 ナンヨーイザヨイ 牡3黒鹿56 武 豊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：39．5クビ 13．9	
78 アールロッソ 牝3栗 54 松山 弘平前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 480＋ 61：40．13
 34．5

22 オルトグラフ 牝3黒鹿54 北村 宏司ゴドルフィン 池上 昌和 愛 Godolphin 494＋ 9 〃 ハナ 46．0�
44 � メイクハッピー 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 和子氏 新開 幸一 米 Reddam

Racing, LLC 482＋111：40．84 6．0�
77 ミ ヤ ケ 牡3鹿 56 藤田菜七子小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 470－ 21：41．11	 58．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 84，559，000円 複勝： 92，593，500円 枠連： 20，270，300円
馬連： 139，460，300円 馬単： 72，553，500円 ワイド： 91，205，800円
3連複： 179，844，500円 3連単： 311，979，300円 計： 992，466，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 160円 � 120円 枠 連（6－8） 1，350円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 430円 �� 180円 �� 310円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 5，930円

票 数

単勝票数 計 845590 的中 � 180124（2番人気）
複勝票数 計 925935 的中 � 192701（2番人気）� 120958（4番人気）� 233074（1番人気）
枠連票数 計 202703 的中 （6－8） 11616（4番人気）
馬連票数 計1394603 的中 �� 79790（5番人気）
馬単票数 計 725535 的中 �� 24403（9番人気）
ワイド票数 計 912058 的中 �� 46478（5番人気）�� 149020（1番人気）�� 69990（3番人気）
3連複票数 計1798445 的中 ��� 158860（2番人気）
3連単票数 計3119793 的中 ��� 38102（14番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．2―12．9―13．3―12．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―36．0―48．9―1：02．2―1：14．9―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F36．4
3 8，10，9，4（5，6，7）（2，3）－1 4 ・（8，10）9（4，5，6，7）（2，3）1

勝馬の
紹 介

オーヴァルエース �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2018．11．24 東京1着

2016．4．7生 牡3栗 母 ア ブ ラ シ オ 母母 ジュウジホウセキ 3戦3勝 賞金 36，518，000円

03094 2月17日 晴 良 （31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，30．2．17以降31．2．11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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

11 ロシュフォール 牡4黒鹿55 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 518＋121：58．3 2．7�
811 ダノンキングダム 牡5栗 55 津村 明秀�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486－ 21：58．51� 7．3�
79 ブレステイキング 牡4鹿 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484＋101：58．6クビ 2．7�
67 ショウナンマルシェ �8青鹿55 大野 拓弥国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 41：58．7	 69．1�
22 マイネルファンロン 牡4青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 81：58．91� 14．9	
33 テーオービクトリー 牝5鹿 53 武 豊小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 474－ 4 〃 アタマ 10．0

44 トーセンアイトーン 牡4黒鹿54 福永 祐一島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 444± 01：59．11 7．6�
55 ビ ッ シ ュ 牝6鹿 55 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：59．52
 16．0
78 スモークフリー 牡7芦 54 岩田 康誠 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 534－ 41：59．71
 129．5�
810 マイネルラフレシア 牡6栗 54 F．ミナリク �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 472± 0 〃 クビ 129．1�
（独）

66 デルマサリーチャン 牝8鹿 50 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 498－ 22：00．65 299．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 76，273，700円 複勝： 85，981，200円 枠連： 27，430，900円
馬連： 178，673，900円 馬単： 82，853，500円 ワイド： 92，576，300円
3連複： 215，373，900円 3連単： 397，426，400円 計： 1，156，589，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 170円 � 120円 枠 連（1－8） 1，300円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 380円 �� 170円 �� 330円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 5，050円

票 数

単勝票数 計 762737 的中 � 218771（2番人気）
複勝票数 計 859812 的中 � 208513（2番人気）� 96027（4番人気）� 210236（1番人気）
枠連票数 計 274309 的中 （1－8） 16262（5番人気）
馬連票数 計1786739 的中 �� 115503（5番人気）
馬単票数 計 828535 的中 �� 32055（6番人気）
ワイド票数 計 925763 的中 �� 53734（5番人気）�� 170100（1番人気）�� 64213（3番人気）
3連複票数 計2153739 的中 ��� 213256（2番人気）
3連単票数 計3974264 的中 ��� 57043（13番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―11．8―12．2―12．4―12．0―11．8―11．2―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―36．0―48．2―1：00．6―1：12．6―1：24．4―1：35．6―1：46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

ロシュフォール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．4．14 中山6着

2015．3．11生 牡4黒鹿 母 アンブロワーズ 母母 フサイチミニヨン 6戦4勝 賞金 52，214，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ダノンキングダム号の調教師安田隆行は，馬装（頭絡の装着）について注意義務を怠り過怠金10，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



03095 2月17日 晴 良 （31東京1）第8日 第11競走 ��
��1，600�第36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 100，000，000円 40，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 10，000，000円
付 加 賞 3，108，000円 888，000円 444，000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

46 イ ン テ ィ 牡5栗 57 武 豊武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 514± 01：35．6 2．6�
33 ゴールドドリーム 牡6鹿 57 C．ルメール 吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 528＋14 〃 クビ 3．0�
22 ユ ラ ノ ト 牡5栗 57 福永 祐一 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 508＋ 21：36．34 31．6�
58 � モ ー ニ ン 牡7栗 57 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Empire

Equines, LLC B518－ 41：36．51	 42．9�
711� コパノキッキング 
4黒鹿57 藤田菜七子小林 祥晃氏 村山 明 米 Reiley

McDonald 478± 01：36．6� 9．4�
610 サンライズソア 牡5青鹿57 田辺 裕信松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 504－181：36．7クビ 14．1	
57 サンライズノヴァ 牡5栗 57 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 546＋ 61：36．91	 16．7

45 サクセスエナジー 牡5黒鹿57 松山 弘平髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 542± 01：37．11 95．0�
69 ワンダーリーデル 牡6鹿 57 柴田 大知山本 能成氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 530－ 41：37．2� 429．0�
814 オメガパフューム 牡4芦 57 M．デムーロ原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 450＋ 21：37．3 6．2
11 クインズサターン 牡6芦 57 四位 洋文亀田 和弘氏 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B476± 01：37．4 61．3�
712 ノ ボ バ カ ラ 牡7栗 57 F．ミナリク�LS.M 森 秀行 新ひだか 萩澤 泰博 510＋ 41：37．82 338．1�

（独）

813 ノンコノユメ 
7栃栗57 内田 博幸吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452＋ 61：37．9� 17．9�
34 メイショウウタゲ 牡8栗 57 北村 宏司松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 520± 0 〃 クビ 393．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 794，206，100円 複勝： 679，876，200円 枠連： 333，960，600円 馬連： 2，012，239，500円 馬単： 930，701，900円
ワイド： 970，911，400円 3連複： 3，223，792，400円 3連単： 6，154，350，100円 5重勝： 749，127，000円 計： 15，849，165，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 120円 � 340円 枠 連（3－4） 410円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，100円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 6，620円

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

キャリーオーバー なし����� 57，540円

票 数

単勝票数 計7942061 的中 � 2419687（1番人気）
複勝票数 計6798762 的中 � 1455092（2番人気）� 1807877（1番人気）� 318214（8番人気）
枠連票数 計3339606 的中 （3－4） 617152（1番人気）
馬連票数 計20122395 的中 �� 3614642（1番人気）
馬単票数 計9307019 的中 �� 921333（1番人気）
ワイド票数 計9709114 的中 �� 1293227（1番人気）�� 200035（15番人気）�� 295749（9番人気）
3連複票数 計32237924 的中 ���1042188（6番人気）
3連単票数 計61543501 的中 ��� 673086（12番人気）
5重勝票数 計7491270 的中 ����� 9113

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．8―48．0―1：00．2―1：11．8―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ ン テ ィ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Northern Afleet デビュー 2017．4．8 阪神9着

2014．4．8生 牡5栗 母 キ テ ィ 母母 フォレストキティ 8戦7勝 賞金 207，998，000円
〔発走状況〕 ノンコノユメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ノンコノユメ号は，発走調教再審査。
※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17日 晴 良 （31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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

58 ド リ ュ ウ 牡4栗 57 大野 拓弥�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 446－ 21：25．8 5．0�
69 ラ レ ー タ 牡5栗 57 福永 祐一�G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 6 〃 クビ 23．5�
814 カ タ ナ 牡4鹿 57 武 豊�KTレーシング 上原 博之 新冠 松浦牧場 510＋ 21：25．9クビ 12．1�
813 エングローサー 牡4鹿 57 岩田 康誠中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 504± 0 〃 クビ 2．4�
34 アーバンイェーガー 牡5黒鹿57 F．ミナリク西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 510－ 21：26．32� 6．2	

（独）

610 フ ィ ス キ オ 牡5栗 57 戸崎 圭太�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 486－ 6 〃 ハナ 5．0

33 フクノグリュック 牡7鹿 57 松岡 正海福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B518± 01：26．51	 107．6�
711
 プライムコード 牡5栗 57 田辺 裕信�ターフ・スポート小西 一男 新冠 村田牧場 488－ 21：26．6� 142．2�
22 ララパルーザ 牡6鹿 57 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム 534＋ 21：27．13 29．3
45 シゲルベンガルトラ 牡5栗 57 横山 典弘森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 482＋ 2 〃 ハナ 19．2�
57 トラストロン 牝4黒鹿55 和田 竜二菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 454± 01：27．2� 41．6�
712 リパーカッション 牡5鹿 57 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 B526－ 41：27．3� 194．8�
46 トークフレンドリー 牡4芦 57 勝浦 正樹吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 486－101：27．93� 53．1�
11 タイガーヴォーグ 牡6鹿 57 津村 明秀千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 B512－ 6 〃 クビ 126．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 134，563，100円 複勝： 165，459，900円 枠連： 68，684，000円
馬連： 318，074，700円 馬単： 142，298，700円 ワイド： 199，458，500円
3連複： 463，496，200円 3連単： 712，816，600円 計： 2，204，851，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 500円 � 400円 枠 連（5－6） 950円

馬 連 �� 5，660円 馬 単 �� 10，820円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，310円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 23，310円 3 連 単 ��� 132，470円

票 数

単勝票数 計1345631 的中 � 212852（2番人気）
複勝票数 計1654599 的中 � 298874（2番人気）� 74547（7番人気）� 97572（5番人気）
枠連票数 計 686840 的中 （5－6） 55507（4番人気）
馬連票数 計3180747 的中 �� 43501（17番人気）
馬単票数 計1422987 的中 �� 9863（34番人気）
ワイド票数 計1994585 的中 �� 36935（14番人気）�� 39518（11番人気）�� 17670（27番人気）
3連複票数 計4634962 的中 ��� 14912（60番人気）
3連単票数 計7128166 的中 ��� 3901（310番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．7―49．5―1：01．5―1：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．3
3 14（7，9）6（5，4，8）（1，3，10）2（11，13）12 4 14（7，9）（6，5，8）4，10（1，3）13（2，11）12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ド リ ュ ウ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2017．6．17 東京6着

2015．2．23生 牡4栗 母 ダブルプライム 母母 プライムナンバー 19戦3勝 賞金 57，071，000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。

５レース目



（31東京1）第8日 2月17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 166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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

392，690，000円
10，310，000円
25，470，000円
5，630，000円
48，350，000円
6，000，000円
69，471，500円
4，834，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
1，451，981，200円
1，631，375，900円
606，483，700円
3，325，753，900円
1，558，537，400円
1，829，408，900円
4，991，494，000円
8，806，979，300円
749，127，000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 24，951，141，300円

総入場人員 61，141名 （有料入場人員 58，931名）



平成31年度 第1回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，345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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，074，280，000円
38，710，000円
177，780，000円
14，440，000円
236，930，000円
6，000，000円
547，455，500円
36，457，000円
12，912，000円

勝馬投票券売得金
6，923，678，300円
9，717，505，900円
2，882，407，800円
15，199，694，200円
7，171，108，400円
9，334，546，700円
21，629，774，600円
36，111，393，700円
2，864，368，400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 111，834，478，000円

総入場延人員 250，940名 （有料入場延人員 239，464名）
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