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03025 2月3日 晴 不良 （30東京1）第3日 第1競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

24 プリームムロジンカ 牝3鹿 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 村上 欽哉 460＋ 41：19．6 4．4�
23 フ ル ネ ス 牝3鹿 54 柴田 善臣西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 450± 0 〃 クビ 7．7�
35 カレイドスコープ 牝3鹿 54 吉田 隼人�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 本桐牧場 468＋ 61：20．23� 26．6�
12 ローズピルグリム 牝3青鹿 54

51 ▲藤田菜七子�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 鵜木 唯義 420± 01：20．3クビ 70．2�
48 シングシングシング 牝3鹿 54 大野 拓弥 �グリーンファーム新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 456± 0 〃 ハナ 46．1

11 カシマフウリン 牝3栗 54 田辺 裕信松浦 一久氏 奥村 武 新ひだか 金舛 幸夫 478＋ 41：20．4� 5．2�
816 エルモアレッタ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 小西 一男 浦河 笹地牧場 458＋ 21：20．5� 4．3�
36 ロージズラヴ 牝3黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松田牧場 444＋141：20．6クビ 139．6
611 プ ロ ロ ー グ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅山口 裕介氏 松永 康利 新冠 有限会社 大
作ステーブル 480＋141：20．7� 68．7�

510 ベ リ ッ シ マ 牝3青鹿54 横山 典弘磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 476＋161：20．91� 45．1�
815 ブ チ ャ コ 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也西村 和夫氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 504＋ 41：21．11� 6．8�
47 ファンダンゴ 牝3栗 54 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 様似 澤井 義一 434＋ 21：21．2� 195．8�
59 ムテキノオジョウ 牝3芦 54 三浦 皇成國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 444＋ 41：21．52 5．7�
612 ハッピーリフレイン 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 むかわ 新井牧場 412＋ 21：21．92� 342．9�
714 ニシノシノブ 牝3芦 54 江田 照男西山 茂行氏 本間 忍 日高 日西牧場 440± 01：22．0� 76．7�
713 ゴ ム マ リ 牝3黒鹿54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 458－ 2 （競走中止） 68．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，475，400円 複勝： 40，594，500円 枠連： 19，055，000円
馬連： 60，917，700円 馬単： 28，240，500円 ワイド： 39，392，200円
3連複： 87，643，300円 3連単： 101，521，700円 計： 401，840，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 210円 � 260円 � 500円 枠 連（2－2） 1，570円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，870円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 11，400円 3 連 単 ��� 47，180円

票 数

単勝票数 計 244754 的中 � 43963（2番人気）
複勝票数 計 405945 的中 � 56992（3番人気）� 42086（6番人気）� 18002（7番人気）
枠連票数 計 190550 的中 （2－2） 9358（8番人気）
馬連票数 計 609177 的中 �� 29180（7番人気）
馬単票数 計 282405 的中 �� 7480（12番人気）
ワイド票数 計 393922 的中 �� 16483（8番人気）�� 5308（18番人気）�� 3174（21番人気）
3連複票数 計 876433 的中 ��� 5763（29番人気）
3連単票数 計1015217 的中 ��� 1560（134番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．4―30．3―42．9―55．2―1：07．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．7
3 4（2，5）（1，3，8）（12，16）9（14，15）（7，10）－11－6 4 ・（4，2，5）（1，3，8）（9，12）（14，16）（7，15）（10，11）－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プリームムロジンカ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．1．13 中山2着

2015．5．14生 牝3鹿 母 ウインミュートス 母母 インクワイアリー 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時00分に変更。
〔競走中止〕 ゴムマリ号は，競走中に疾病〔前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※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 ラプターゲイル号
（非抽選馬） 1頭 ペティヤン号

03026 2月3日 晴 不良 （30東京1）第3日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10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
1：21．5
1：21．5

重
不良

611 プリンセスケイト 牝3黒鹿54 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 522 ―1：26．0 1．9�

11 ガ ブ リ エ ル 牡3栗 56 田辺 裕信原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 480 ―1：26．85 12．6�
24 アロングショット 牡3鹿 56 大野 拓弥藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 464 ―1：27．22� 11．2�
59 ロトヴィグラス 牡3栗 56 二本柳 壮國武 佳博氏 高市 圭二 新ひだか 沖田 哲夫 460 ―1：27．41	 43．5�
23 フレグラントエリア 牝3栗 54 内田 博幸�G1レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ― 〃 ハナ 6．9�
36 スマートパートナー 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子大川 徹氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 456 ―1：27．61 6．9	
815 マサノメーテル 牝3鹿 54 柴山 雄一猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 462 ―1：28．23� 105．0

714 クリノカーロ 牝3栗 54 原田 和真栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 476 ― 〃 クビ 28．4�
612 フォルテドンナ 牝3栗 54 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 456 ―1：28．51� 26．6�
12 ト ゥ ー レ 牡3栗 56 吉田 隼人桑畑 信氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 486 ― 〃 クビ 8．9�
816 サンホノルル 牡3青鹿56 小島 太一 �加藤ステーブル 中野 栄治 新ひだか 及川 幸夫 422 ―1：28．71� 164．1�
510 シ ュ ヌ ー ク 牝3青鹿54 長岡 禎仁 �様似共栄牧場 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 422 ―1：29．44 263．9�
35 エボニーマーブル 牡3黒鹿56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 白井牧場 460 ―1：29．61 40．1�
48 ミラクルヒッター 牡3芦 56 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 496 ―1：30．13 34．9�
47 サムソンフォンテン 牡3黒鹿56 伊藤 工真吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 510 ― 〃 クビ 263．2�
713 サンマルスター 牡3栗 56 杉原 誠人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 482 ―1：30．84 250．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，605，600円 複勝： 32，234，000円 枠連： 16，532，100円
馬連： 50，233，700円 馬単： 25，322，700円 ワイド： 32，180，300円
3連複： 67，048，900円 3連単： 80，934，900円 計： 330，092，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 260円 � 260円 枠 連（1－6） 450円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 560円 �� 480円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 8，710円

票 数

単勝票数 計 256056 的中 � 103931（1番人気）
複勝票数 計 322340 的中 � 92451（1番人気）� 26067（5番人気）� 25768（6番人気）
枠連票数 計 165321 的中 （1－6） 28296（1番人気）
馬連票数 計 502337 的中 �� 34703（5番人気）
馬単票数 計 253227 的中 �� 12945（5番人気）
ワイド票数 計 321803 的中 �� 14891（5番人気）�� 17697（4番人気）�� 6883（16番人気）
3連複票数 計 670489 的中 ��� 17879（10番人気）
3連単票数 計 809349 的中 ��� 6736（19番人気）

ハロンタイム 13．2―11．0―11．9―12．9―12．6―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．2―24．2―36．1―49．0―1：01．6―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンセスケイト �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Kingmambo 初出走

2015．4．16生 牝3黒鹿 母 レディミドルトン 母母 Danuta 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時30分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の25頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）25頭 アトス号・アラスカノオーロラ号・アンインジュリー号・イディナローク号・ウェディングフォト号・

エールエクスピレ号・オフザロック号・キャンディソング号・クラシーヴァ号・クールキャスト号・
コールドターキー号・サエズリ号・ジョーラテ号・スマートバドラス号・セイウンネルソン号・ソウダチ号・
タイセイアピール号・ディスクメディア号・ナムラファルネーゼ号・ファビラスヒロイン号・ブライトパス号・
ミラクルパレット号・ヤマニンアルテア号・ラブソングレイ号・ロンリーハート号

第１回 東京競馬 第３日



03027 2月3日 曇 不良 （30東京1）第3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

510 ア ル ク ト ス 牡3鹿 56 大野 拓弥山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 須崎牧場 526＋ 81：37．4 1．4�
12 トーセンモナルカ 牡3黒鹿56 内田 博幸島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 480± 01：38．46 14．7�
47 カ ガ ス タ ー 牡3鹿 56 田中 勝春香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 446－ 21：38．5� 4．7�
48 シーズラック 牝3鹿 54 蛯名 正義坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 478－ 61：39．03 36．4�
713 アルスラーン 牡3黒鹿56 三浦 皇成小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 490＋121：39．42� 17．9�
611 コハクノユメ 牡3鹿 56 吉田 隼人橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 大道牧場 514＋ 21：40．03� 7．0	
815 ニシノエクレール 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 446－ 21：40．32 102．2

714 デルマバラライカ 牡3黒鹿56 横山 和生浅沼 廣幸氏 天間 昭一 千歳 社台ファーム 518± 01：40．51� 74．8�
11 サニージューク 牝3鹿 54 松岡 正海 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 444－221：40．71� 185．3
59 ハ イ ク リ ア 牡3栗 56 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 81：40．8� 123．6�
816 コ ニ フ ァ ー 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 466－ 61：41．33 157．5�
612 グッドモーメント 牝3青鹿54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 412－ 61：41．5� 308．5�
23 トキメキジュピター 牡3黒鹿56 柴山 雄一片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 浦河 室田 千秋 488＋14 〃 クビ 258．0�
36 ダイヤモンドビーム 牝3栗 54 嘉藤 貴行北原光一郎氏 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 452－141：42．13� 412．8�
35 ア ー ス ル ナ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史松山 増男氏 粕谷 昌央 浦河 アイオイファーム 428＋10 〃 アタマ 208．4�
24 ジャベルアンドレ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也髙嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 520－ 41：43．16 53．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，678，000円 複勝： 78，368，800円 枠連： 16，873，500円
馬連： 67，997，500円 馬単： 43，037，400円 ワイド： 45，778，400円
3連複： 94，715，300円 3連単： 151，133，400円 計： 532，582，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 190円 � 130円 枠 連（1－5） 960円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 400円 �� 170円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 4，680円

票 数

単勝票数 計 346780 的中 � 185330（1番人気）
複勝票数 計 783688 的中 � 469739（1番人気）� 42787（5番人気）� 92272（2番人気）
枠連票数 計 168735 的中 （1－5） 13499（3番人気）
馬連票数 計 679975 的中 �� 52252（3番人気）
馬単票数 計 430374 的中 �� 25088（4番人気）
ワイド票数 計 457784 的中 �� 26031（5番人気）�� 86109（1番人気）�� 15805（7番人気）
3連複票数 計 947153 的中 ��� 58670（3番人気）
3連単票数 計1511334 的中 ��� 23396（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．6―49．0―1：01．5―1：13．5―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル ク ト ス �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．10．14 東京2着

2015．5．2生 牡3鹿 母 ホシニイノリヲ 母母 コンキスタドレス 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャベルアンドレ号は，「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） 3頭 アポロレイア号・プローシブル号・マイネルセボン号

競 走 の 中 止 第4競走 �� 3，000�サラブレッド系障害4歳以上
（芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減

本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円

11 インテグリティー 牡5鹿 60 難波 剛健 前田 幸治氏 高橋 義忠
22 ロンギングダンサー 牡9黒鹿60 五十嵐雄祐 坂本 浩一氏 田村 康仁
33 スリージェット 牡5栗 60 小野寺祐太 永井商事� 伊藤 圭三
34 トーセンカナロア 牡6鹿 60 高野 和馬 島川 �哉氏 小桧山 悟
45�ドリームパワー 牝9鹿 58 金子 光希 �大栄牧場 二ノ宮敬宇
46 ガルガンチュア 牡5栗 60 上野 翔 渡邊 隆氏 尾形 充弘
57 ヴァルコイネン 牡7芦 60 山本 康志 吉田 照哉氏 小笠 倫弘
58 シ ロ ク ニ �4栗 59 石神 深一 磯波 勇氏 武井 亮
69 クワッドアクセル 牡6栗 60 鈴木 慶太 �明栄商事 小西 一男
610 ニシノスマッシュ 牡4黒鹿59 大江原 圭 西山 茂行氏 根本 康広
711 クロフネフリート 牡7鹿 60 浜野谷憲尚 平井 裕氏 戸田 博文
712 アスタキサンチン 牝6栗 58 中村 将之 三宅 勝俊氏 松下 武士
813 ショークール 牡5栗 60 草野 太郎 吉冨 学氏 加藤 和宏
814 ノワールギャルソン 牡6黒鹿60 江田 勇亮 ディアレストクラ

ブ� 田村 康仁
※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 ダンガンコゾウ号・レディーフランソワ号

追 加 記 事（第 1回中山競馬第 7日第 4競走）
〔その他〕　　セトカ号は，競走中に疾病〔右脛骨々折〕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。

特 記 事 項
第1回東京競馬第3日は，積雪の影響により，第4競走を中止し，発走時刻を変更のうえ実施した。



03028 2月3日 曇 稍重 （30東京1）第3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
1：19．6
1：19．0

良
良

612 ランウェイデビュー 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 奥村 武 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480± 01：23．0 2．5�
714 トーセンリラ 牝3栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 450－141：23．1� 19．0�
815 マイネルイノメ 牡3栗 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 日高 荒井ファーム B500＋161：23．41� 129．5�
23 シュバルツリッター 牡3青鹿56 三浦 皇成ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 ハナ 3．8�
47 デンセツノマジョ 牝3黒鹿54 田辺 裕信國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 450－ 41：23．5� 10．7	
59 テトラクォーク 牝3鹿 54 津村 明秀 
キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 414＋ 41：23．6� 14．9�
36 パ チ ュ リ ー 牝3鹿 54 戸崎 圭太片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 三木田牧場 444＋ 41：24．02� 8．4�
11 ケイディーズネイル 牝3栗 54 川田 将雅田島 大史氏 青木 孝文 新冠 長浜牧場 416－ 41：24．31� 5．1
35 ソルトテラス 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎 
スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 422＋ 61：24．51 362．3�
713 デルマミモザ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史浅沼 廣幸氏 的場 均 むかわ 東振牧場 428＋ 8 〃 クビ 441．5�
12 レッドテオドーラ 牝3鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 450－ 61：24．6クビ 24．6�
48 エルコンフェアリー 牝3鹿 54 柴田 大知古川 淳氏 和田 雄二 新冠 ハシモトフアーム 434－ 41：24．7� 296．9�
510 ウイッチテリア 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅
木村牧場 二ノ宮敬宇 日高 木村牧場 404－101：25．02 378．6�
24 リョウランレーヴ 牝3青 54 横山 和生佐藤 啓子氏 小野 次郎 新冠 スカイビーチステーブル 460＋ 81：25．21 513．1�
611 キ ー ロ ー ズ 牝3青鹿54 丸山 元気北前孔一郎氏 青木 孝文 新ひだか 小河 豊水 430－ 4 〃 クビ 155．0�
816 オーシャンアロー 牡3鹿 56 宮崎 北斗冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新ひだか 増本牧場 454＋ 61：25．62� 211．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，596，800円 複勝： 50，785，000円 枠連： 16，156，600円
馬連： 75，609，900円 馬単： 33，543，500円 ワイド： 46，645，600円
3連複： 95，023，100円 3連単： 117，735，800円 計： 471，096，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 380円 � 2，220円 枠 連（6－7） 1，800円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 790円 �� 5，380円 �� 13，980円

3 連 複 ��� 60，340円 3 連 単 ��� 182，780円

票 数

単勝票数 計 355968 的中 � 112257（1番人気）
複勝票数 計 507850 的中 � 118914（1番人気）� 30756（7番人気）� 4391（11番人気）
枠連票数 計 161566 的中 （6－7） 6945（8番人気）
馬連票数 計 756099 的中 �� 28763（9番人気）
馬単票数 計 335435 的中 �� 9031（11番人気）
ワイド票数 計 466456 的中 �� 16025（10番人気）�� 2178（31番人気）�� 831（47番人気）
3連複票数 計 950231 的中 ��� 1181（83番人気）
3連単票数 計1177358 的中 ��� 467（359番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．2―12．2―11．4―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．8―48．0―59．4―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．0
3 9，15（13，16）（5，14）（3，8，12）（1，6，4）10－2，7，11 4 9，15（13，16）（3，14，12）5（6，8，4）1（2，10）7，11

勝馬の
紹 介

ランウェイデビュー �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2017．8．13 新潟10着

2015．2．13生 牝3鹿 母 デビュートウショウ 母母 タバサトウショウ 5戦1勝 賞金 9，750，000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 マートルリース号

03029 2月3日 曇 稍重 （30東京1）第3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

11 ノーブルカリス 牝3鹿 54 江田 照男吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 田中 裕之 474 ―1：50．1 26．1�
713 シセイヒテン 牡3青 56 伊藤 工真猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 440 ―1：50．31� 101．3�
611 オスカールビー 牝3鹿 54 蛯名 正義森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン

ズファーム 500 ―1：50．51 5．3�
59 アンシェンヌヴィル 牝3鹿 54 内田 博幸飯田 良枝氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 454 ― 〃 クビ 5．1�
24 ヘヴンアースマン 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 日高 千葉飯田牧場 504 ―1：50．6� 7．3�
48 スクリプティド 牝3鹿 54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450 ―1：50．7� 24．5�
36 ジャディード 牡3黒鹿56 三浦 皇成丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 458 ―1：50．91	 76．2	
12 シャンボールナイト 牡3青鹿56 吉田 隼人 
グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 482 ― 〃 クビ 7．3�
510 トイトイブルース 牡3鹿 56 丸山 元気BijouRacing 土田 稔 新冠 川上牧場 526 ―1：51．11	 119．7�
35 ティーアウリイ 牝3黒鹿54 松岡 正海深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 420 ―1：51．63 54．0�
47 ミヤコノオージ 牡3青鹿56 田中 勝春吉田 和弘氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 476 ―1：51．91� 17．9�
23 ダノンアモーレ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太
ダノックス 高野 友和 安平 ノーザンファーム 428 ―1：52．0� 2．9�
612 サンライズアミーゴ 牡3芦 56 大野 拓弥松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 464 ―1：52．31� 25．5�
815 ア ル チ ス タ 牝3青鹿54 横山 典弘
Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 420 ― 〃 ハナ 32．0�
714 アルマヘクトール 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 468 ―1：52．83 214．7�
816 ノ ラ ボ ウ ナ 
3鹿 56

53 ▲横山 武史ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 506 ― 〃 クビ 224．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，437，100円 複勝： 44，787，400円 枠連： 21，174，000円
馬連： 67，624，100円 馬単： 29，418，300円 ワイド： 44，413，400円
3連複： 80，060，600円 3連単： 90，385，700円 計： 412，300，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 670円 � 1，900円 � 230円 枠 連（1－7） 13，700円

馬 連 �� 81，880円 馬 単 �� 175，100円

ワ イ ド �� 19，380円 �� 2，000円 �� 9，040円

3 連 複 ��� 73，040円 3 連 単 ��� 1，023，900円

票 数

単勝票数 計 344371 的中 � 10546（9番人気）
複勝票数 計 447874 的中 � 16324（9番人気）� 5328（13番人気）� 61296（3番人気）
枠連票数 計 211740 的中 （1－7） 1197（28番人気）
馬連票数 計 676241 的中 �� 640（85番人気）
馬単票数 計 294183 的中 �� 126（174番人気）
ワイド票数 計 444134 的中 �� 584（91番人気）�� 5858（23番人気）�� 1257（65番人気）
3連複票数 計 800606 的中 ��� 822（178番人気）
3連単票数 計 903857 的中 ��� 64（1506番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．2―37．5―50．4―1：03．2―1：15．7―1：27．0―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノーブルカリス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 グルームダンサー 初出走

2015．5．12生 牝3鹿 母 ケイアイリュージン 母母 モザーティアナ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 アエラス号・オテンバランナー号・オルトルート号・カプア号・グロンディオーズ号・サトノゲイル号・

サンドーバー号・シゲルキュウリ号・チカアレグレ号・バーキンブライアン号・ホッコーエレノア号・
マヤノハイヌーン号・マーガレットスカイ号・ライラックカラー号・リョーケン号・ルナフィリア号



03030 2月3日 曇 不良 （30東京1）第3日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

713� ミスターメロディ 牡3鹿 56 戸崎 圭太グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Bell Tower
Thoroughbreds 480－ 21：23．9 1．3�

36 ユニオンローズ 牡3鹿 56 松岡 正海�山紫水明 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 458＋ 61：24．32� 7．2�
47 	 ア ポ ス ト ル 牡3芦 56 西田雄一郎吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：25．15 190．4�
510 ワンダーツー 牡3鹿 56 柴山 雄一山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 静内坂本牧場 524＋161：25．2
 28．2�
59 ミヤギウイング 牝3鹿 54 北村 宏司菅原富美子氏 田村 康仁 浦河 宮内牧場 490－ 61：25．62� 8．9�
24 アメリカンツイスト 牡3鹿 56 横山 典弘 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 484＋ 21：25．81� 20．0	
11 ナイツブリッジ 牡3黒鹿56 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 クビ 23．4

48 ラインギャラント 牝3芦 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 440＋ 41：25．9クビ 112．5�
12 ニシノオリーブ 牝3青 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 452＋ 21：26．32� 81．2�
816	 トウカイベリンダ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 462－ 41：26．83 113．0
714 スワーヴポルトス 牡3鹿 56 内田 博幸�NICKS 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム 424－101：27．01� 79．0�
612 ミッキーマインド 牡3鹿 56 川田 将雅野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 460－ 81：27．1� 18．5�
611 ミコジェンヌ 牝3栗 54 吉田 隼人古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 438－ 2 〃 クビ 75．1�
23 ソングオブファイア 牡3黒鹿56 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 2 〃 ハナ 47．4�
815 コスモフォーミュラ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 81：28．16 196．4�
35 ビレッジキング 牡3黒鹿56 田中 勝春村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 466＋10 〃 クビ 100．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，137，400円 複勝： 216，332，500円 枠連： 25，882，000円
馬連： 103，962，100円 馬単： 70，503，600円 ワイド： 74，126，500円
3連複： 133，965，900円 3連単： 248，188，800円 計： 921，098，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 180円 � 2，400円 枠 連（3－7） 360円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 200円 �� 3，850円 �� 18，190円

3 連 複 ��� 24，180円 3 連 単 ��� 44，280円

票 数

単勝票数 計 481374 的中 � 278022（1番人気）
複勝票数 計2163325 的中 � 1711981（1番人気）� 93642（2番人気）� 4050（16番人気）
枠連票数 計 258820 的中 （3－7） 55016（1番人気）
馬連票数 計1039621 的中 �� 211768（1番人気）
馬単票数 計 705036 的中 �� 123215（1番人気）
ワイド票数 計 741265 的中 �� 120432（1番人気）�� 4213（35番人気）�� 878（88番人気）
3連複票数 計1339659 的中 ��� 4155（58番人気）
3連単票数 計2481888 的中 ��� 4063（119番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―12．5―12．3―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．8―47．3―59．6―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミスターメロディ �
�
父 Scat Daddy �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2017．11．4 東京1着

2015．3．29生 牡3鹿 母 Trusty Lady 母母 Klassy Kim 4戦2勝 賞金 22，358，000円
〔発走状況〕 ワンダーツー号は，枠入り不良。
※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。
（非当選馬） 5頭 アシャカデッシュ号・アメリカンファクト号・クワトロダッシュ号・シスル号・セイウンクールガイ号

03031 2月3日 曇 不良 （30東京1）第3日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，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

815 ゴールドブラッド 牡4栗 57 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 496－ 21：36．1 20．0�
24 グッドラックサマー 牡4栗 57 横山 和生澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 556＋101：36．31� 6．9�
48 セガールモチンモク �4栗 57 戸崎 圭太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 482－ 41：37．15 10．4�
612 マイネルツァイト 牡4青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 502＋ 21：37．52� 7．8�
714 ダークネブラス 牡6青鹿57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 4 〃 ハナ 16．7	
23 タイキダイヤモンド 牡4青鹿57 大野 拓弥�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 476＋ 6 〃 アタマ 57．5

510 キングドラゴン �5鹿 57 蛯名 正義窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B542± 01：37．82 3．3�
12 ジャストヒーロー 牡4黒鹿57 内田 博幸密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B458＋ 61：37．9	 163．1�
35 ゲンパチマサムネ 牡4鹿 57 田辺 裕信平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 510＋101：38．43 8．6
816 グリニッチヴィレジ 牝5黒鹿55 江田 照男 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 41：38．71� 44．9�
713
 エンパイアステート �5鹿 57 嘉藤 貴行 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 81：38．91� 6．4�
36 ブレイジングサン 牡5黒鹿57 吉田 隼人�Basic 尾形 充弘 新冠 佐藤牧場 580＋ 2 〃 アタマ 52．7�
59 キングズミッション 牡5栗 57 三浦 皇成吉田 千津氏 高木 登 千歳 社台ファーム 470－ 41：39．21� 15．2�
11 
 ラックアサイン 牝6鹿 55

52 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 61：40．05 144．1�
47 ワイルドグラス 牡4鹿 57 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 470＋161：40．63� 18．7�
611 カ イ マ ノ ア 牡6栗 57

54 ▲藤田菜七子山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 B506＋ 61：41．13 70．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，382，000円 複勝： 63，711，400円 枠連： 27，172，900円
馬連： 105，551，400円 馬単： 41，712，600円 ワイド： 67，209，600円
3連複： 137，617，000円 3連単： 151，003，100円 計： 634，360，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 640円 � 280円 � 300円 枠 連（2－8） 5，870円

馬 連 �� 8，210円 馬 単 �� 18，160円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 2，100円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 18，870円 3 連 単 ��� 131，740円

票 数

単勝票数 計 403820 的中 � 16096（10番人気）
複勝票数 計 637114 的中 � 23103（10番人気）� 63128（2番人気）� 57746（5番人気）
枠連票数 計 271729 的中 （2－8） 3582（23番人気）
馬連票数 計1055514 的中 �� 9962（31番人気）
馬単票数 計 417126 的中 �� 1722（69番人気）
ワイド票数 計 672096 的中 �� 5773（38番人気）�� 8168（24番人気）�� 16998（9番人気）
3連複票数 計1376170 的中 ��� 5468（59番人気）
3連単票数 計1510031 的中 ��� 831（438番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．7―48．0―1：00．2―1：12．2―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドブラッド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．6．26 東京5着

2014．4．30生 牡4栗 母 ロンドリーナ 母母 ペロキサイド 8戦2勝 賞金 16，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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 シンコーマーチャン号・リーダーズ号
（非抽選馬） 1頭 エバーパッション号



03032 2月3日 曇 稍重 （30東京1）第3日 第9競走 ��1，400�
は る な

春 菜 賞
発走14時35分 （芝・左）

牝，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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

23 ア ル モ ニ カ 牝3黒鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 422＋ 21：22．2 8．6�
712 ミュージアムヒル 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：22．3� 3．7�
59 レッドイリーゼ 牝3青鹿54 松岡 正海 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 454± 01：22．4� 3．0�
814 サウンドキアラ 牝3鹿 54 戸崎 圭太増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 432－121：22．61� 9．9�
22 ラソワドール 牝3鹿 54 田辺 裕信 �シルクレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 41：22．7クビ 4．7	
611 ファストライフ 牝3栗 54 北村 宏司石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 448＋121：22．91� 17．7

58 モルフェオルフェ 牝3鹿 54 吉田 隼人並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 430± 0 〃 クビ 10．3�
11 セイウンミツコ 牝3黒鹿54 三浦 皇成西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 438－ 8 〃 アタマ 66．9�
46 フィルハーモニー 牝3黒鹿54 柴田 大知 �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 500＋ 41：23．11� 187．9
47 リープフラウミルヒ 牝3黒鹿54 津村 明秀 �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－ 4 〃 クビ 81．8�
34 � トーセンエポナ 牝3鹿 54 丸山 元気島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－ 61：23．31� 282．7�
610 マイティーワークス 牝3青鹿54 田中 勝春中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 452＋ 61：23．61� 29．2�
713� ハ ナ ザ カ リ 牝3黒鹿54 江田 照男岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 466－ 21：23．91� 151．1�
815 ジ ス モ ン ダ 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 468－ 21：24．0� 610．8�
35 キ ャ ク タ ス 牝3黒鹿54 柴山 雄一中村 祐子氏 栗田 徹 新ひだか 谷藤 弘美 446± 01：25．38 396．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 66，197，600円 複勝： 83，077，300円 枠連： 33，881，700円
馬連： 149，043，000円 馬単： 64，114，000円 ワイド： 78，575，500円
3連複： 176，380，800円 3連単： 251，990，500円 計： 903，260，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 220円 � 140円 � 150円 枠 連（2－7） 590円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 620円 �� 890円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 18，700円

票 数

単勝票数 計 661976 的中 � 61197（4番人気）
複勝票数 計 830773 的中 � 75818（4番人気）� 181255（1番人気）� 157353（2番人気）
枠連票数 計 338817 的中 （2－7） 44449（3番人気）
馬連票数 計1490430 的中 �� 66619（6番人気）
馬単票数 計 641140 的中 �� 12939（14番人気）
ワイド票数 計 785755 的中 �� 30916（6番人気）�� 20671（13番人気）�� 78267（1番人気）
3連複票数 計1763808 的中 ��� 59522（5番人気）
3連単票数 計2519905 的中 ��� 9766（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．3―46．6―57．7―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．6
3 8，3（1，5，9）12（2，7，14）10（6，13）（4，11）－15 4 8＝3－9（1，12）（2，14）（6，5，7）10（4，11）13－15

勝馬の
紹 介

ア ル モ ニ カ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．10．1 阪神1着

2015．5．7生 牝3黒鹿 母 アフリカンピアノ 母母 マ ン デ ラ 3戦2勝 賞金 17，343，000円

03033 2月3日 晴 稍重 （30東京1）第3日 第10競走 ��
��2，400�

は こ ね

箱 根 特 別
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，29．2．4以降30．1．28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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

24 コルコバード 牝5黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 456＋142：27．0 2．0�
36 サンデームーティエ 牡4栗 54 柴山 雄一戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 446± 0 〃 アタマ 37．3�
612 トータルソッカー 牡4栗 55 吉田 隼人渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 504＋ 22：27．1� 30．3�
48 コスモピクシス 牝5黒鹿53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 430＋142：27．52� 58．5�
47 コウキチョウサン 牡5鹿 54 北村 宏司�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 468± 0 〃 クビ 25．2	
23 ベイビーステップ 牡4鹿 53 武藤 雅大塚Ry’sCLUB 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 492＋ 62：27．6クビ 31．1

611 アートフェスタ 牡7黒鹿53 野中悠太郎森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 522± 02：27．7� 545．5�
12 プレイヤーハウス 牡6鹿 54 松岡 正海嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 B480＋ 2 〃 アタマ 122．4�
816 ステイブラビッシモ 牡5鹿 56 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 466＋ 2 〃 ハナ 11．7
35 ウインテンダネス 牡5栗 55 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 502＋ 22：27．91� 29．6�
11 フリージングレイン 牡4鹿 54 内田 博幸 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 528＋ 82：28．0クビ 12．2�
59 レッドジェノヴァ 牝4青鹿52 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 504＋18 〃 ハナ 5．6�
714 エイプリルミスト 牝4芦 52 津村 明秀 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 434＋ 42：28．31� 27．1�
713 ミルトプレスト 牡4鹿 53 三浦 皇成永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 502－10 〃 クビ 58．1�
815 サ ン シ ロ ウ 牡4鹿 53 柴田 善臣合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 500± 02：29．47 193．1�
510 サーレンブラント 牡4鹿 55 田辺 裕信窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 458＋ 82：29．5� 5．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，424，300円 複勝： 98，855，300円 枠連： 47，665，300円
馬連： 177，749，500円 馬単： 75，615，400円 ワイド： 102，076，700円
3連複： 237，450，600円 3連単： 309，622，100円 計： 1，112，459，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 780円 � 520円 枠 連（2－3） 1，470円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 5，630円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 1，030円 �� 6，970円

3 連 複 ��� 25，210円 3 連 単 ��� 67，690円

票 数

単勝票数 計 634243 的中 � 246199（1番人気）
複勝票数 計 988553 的中 � 265819（1番人気）� 24752（11番人気）� 39216（8番人気）
枠連票数 計 476653 的中 （2－3） 24998（5番人気）
馬連票数 計1777495 的中 �� 32653（13番人気）
馬単票数 計 756154 的中 �� 10066（18番人気）
ワイド票数 計1020767 的中 �� 15926（16番人気）�� 26255（10番人気）�� 3650（62番人気）
3連複票数 計2374506 的中 ��� 7063（69番人気）
3連単票数 計3096221 的中 ��� 3316（209番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．1―12．9―12．7―12．3―11．9―11．8―11．7―11．5―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．6―37．7―50．6―1：03．3―1：15．6―1：27．5―1：39．3―1：51．0―2：02．5―2：14．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F36．0
1
3
6，12（1，9，14）4，15（3，11）2（13，16）7，5，10－8・（6，16）（12，14）（1，9，4）10（3，11，15，13）（7，5）2－8

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

勝馬の
紹 介

コルコバード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．8．23 新潟2着

2013．3．6生 牝5黒鹿 母 エンシェントヒル 母母 アズテックヒル 11戦4勝 賞金 60，429，000円
〔発走状況〕 フリージングレイン号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ライトファンタジア号



03034 2月3日 晴 稍重 （30東京1）第3日 第11競走 ��
��1，600�

せつぶん

節分ステークス
発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

36 ロ ジ ク ラ イ 牡5黒鹿57 内田 博幸久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514－ 41：33．9 5．0�
714 ヒーズインラブ 牡5鹿 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 528－ 41：34．0� 9．3�
24 チャンピオンルパン 牡7鹿 57 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 504＋12 〃 アタマ 70．9�
612 アルジャンテ 牝5芦 55 田辺 裕信 �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋141：34．1クビ 8．0�
47 	 フィアーノロマーノ 牡4鹿 56 川田 将雅吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 532－ 21：34．31
 2．4�
11 シャドウダンサー �7黒鹿57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 496± 01：34．4� 23．6	
815 オブリゲーション 牡5鹿 57 蛯名 正義�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 468－ 4 〃 ハナ 21．3

59 ペガサスボス 牡6黒鹿57 松岡 正海�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 524－ 81：34．61� 122．8�
510 キャプテンペリー �5栗 57 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 500± 01：34．81
 7．8�
48 マ リ オ ー ロ 牡6鹿 57 菱田 裕二菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 512＋ 81：34．9
 233．4
35 タブレットピーシー 牡7芦 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 490－ 61：35．0クビ 369．1�
816 マローブルー 牝7鹿 55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 468－ 41：35．1� 95．9�
713 マイネルメリエンダ 牡7栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 502＋ 61：35．41
 52．4�
23 スモークフリー 牡6芦 57 横山 典弘 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 540＋ 41：35．93 46．9�
12 メイショウオワラ 牝4鹿 55 吉田 隼人松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 444－ 41：36．0クビ 15．4�
611 アンタラジー 牡6黒鹿57 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 522－ 21：36．63
 19．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 106，319，000円 複勝： 146，251，700円 枠連： 74，180，100円
馬連： 351，658，400円 馬単： 136，782，200円 ワイド： 169，867，100円
3連複： 468，498，800円 3連単： 628，444，600円 計： 2，082，001，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 260円 � 1，220円 枠 連（3－7） 1，520円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 730円 �� 5，100円 �� 4，920円

3 連 複 ��� 40，890円 3 連 単 ��� 130，360円

票 数

単勝票数 計1063190 的中 � 167632（2番人気）
複勝票数 計1462517 的中 � 222432（2番人気）� 153955（4番人気）� 24754（13番人気）
枠連票数 計 741801 的中 （3－7） 37598（7番人気）
馬連票数 計3516584 的中 �� 146620（5番人気）
馬単票数 計1367822 的中 �� 29808（9番人気）
ワイド票数 計1698671 的中 �� 63706（6番人気）�� 8313（52番人気）�� 8616（51番人気）
3連複票数 計4684988 的中 ��� 8593（113番人気）
3連単票数 計6284446 的中 ��� 3495（394番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―35．6―47．2―59．0―1：10．0―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ジ ク ラ イ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．9．12 阪神3着

2013．2．22生 牡5黒鹿 母 ドリームモーメント 母母 Dream Ticket 8戦3勝 賞金 72，858，000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。
（非当選馬） 1頭 プロディガルサン号

03035 2月3日 晴 不良 （30東京1）第3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

612 トレンドライン 牡4栗 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：36．1 13．1�
23 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＋ 21：36．95 14．0�
36 ジェイケイライアン 牡6鹿 57 田辺 裕信小谷野次郎氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム 484－ 81：37．0クビ 3．9�
47 シルバーポジー 牝5芦 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 クビ 3．3�
35 ジュンスターホース 牡4栗 57 北村 宏司河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B472＋ 6 〃 ハナ 10．7	
12 プ レ ゼ ン ス 牡4黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎 �社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B502－ 4 〃 クビ 160．4


611 メイショウグロッケ 牝4鹿 55 三浦 皇成松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 462－ 41：37．21� 62．1�
24 ティルナノーグ 	6鹿 57

54 ▲横山 武史前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 81：37．51
 13．9

713 エ ク ス シ ア 牝7鹿 55
54 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 436－ 21：37．71� 163．9�

48 ゴールデンブレイヴ 牡5栗 57 戸崎 圭太保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：37．91� 3．0�
714 サクレエクスプレス 牝4鹿 55 菱田 裕二 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：38．53� 115．3�
59 � チャイマックス 牝5鹿 55

52 ▲武藤 雅吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky
Farms B472－121：38．81
 123．8�

11 ポッドクヒオ 牝5栗 55 丸山 元気小川眞査雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 450＋ 41：39．65 254．3�
510 アイアムナチュラル 牡7鹿 57 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B522＋121：39．81� 96．4�

（14頭）
815 アポロナイスジャブ 牡5栗 57 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか へいはた牧場 448＋ 6 （競走除外）

816 メイスンスパート 牡5栗 57 津村 明秀梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム B466± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 79，402，800円 複勝： 102，349，400円 枠連： 52，875，900円
馬連： 179，190，400円 馬単： 79，116，000円 ワイド： 104，583，100円
3連複： 212，876，800円 3連単： 309，348，100円 計： 1，119，742，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 300円 � 270円 � 150円 枠 連（2－6） 2，830円

馬 連 �� 7，650円 馬 単 �� 15，660円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 930円 �� 580円

3 連 複 ��� 7，770円 3 連 単 ��� 65，340円

票 数

単勝票数 差引計 794028（返還計 44017） 的中 � 48286（5番人気）
複勝票数 差引計1023494（返還計 87220） 的中 � 77969（6番人気）� 87397（5番人気）� 214676（1番人気）
枠連票数 差引計 528759（返還計 90754） 的中 （2－6） 14475（8番人気）
馬連票数 差引計1791904（返還計257658） 的中 �� 18152（21番人気）
馬単票数 差引計 791160（返還計111695） 的中 �� 3789（44番人気）
ワイド票数 差引計1045831（返還計204840） 的中 �� 14256（19番人気）�� 28707（13番人気）�� 48216（5番人気）
3連複票数 差引計2128768（返還計641529） 的中 ��� 20529（24番人気）
3連単票数 差引計3093481（返還計836619） 的中 ��� 3432（177番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．9―48．1―1：00．4―1：12．3―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トレンドライン �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．8．14 新潟3着

2014．2．3生 牡4栗 母 ポップチャート 母母 ポ ッ プ ス 8戦3勝 賞金 32，537，000円
〔競走除外〕 アポロナイスジャブ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。

メイスンスパート号は，枠入りの際発馬機を蹴り，疾病〔左後蹄冠部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻8分遅
延。

〔調教再審査〕 メイスンスパート号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コパノビジン号

メイスンスパート号は，枠入り不良。枠入り時に発馬機を蹴り，疾病〔左後蹄冠部挫創〕を発症したため競走除外。発走
時刻8分遅延。



（30東京1）第3日 2月3日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 11回 出走頭数 173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

181，590，000円
7，780，000円
18，050，000円
1，500，000円
20，040，000円
70，136，000円
4，498，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
558，656，000円
957，347，300円
351，449，100円
1，389，537，700円
627，406，200円
804，848，400円
1，791，281，100円
2，440，308，700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 8，920，834，500円

総入場人員 19，687名 （有料入場人員 18，674名）
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