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03072 2月17日 晴 良 （30東京1）第7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

47 ロジヒューズ 牝3鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 478＋ 41：21．0 3．7�
24 ア ポ ロ ア ミ 牝3鹿 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 432－ 61：21．42� 4．8�
611 レインボーボニート 牝3鹿 54 戸崎 圭太�三嶋牧場 菊沢 隆徳 浦河 三嶋牧場 460＋ 41：21．71� 6．2�
510 タマノパルフェット 牝3鹿 54 田辺 裕信玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 466－12 〃 クビ 14．3�
12 シングシングシング 牝3鹿 54 C．ルメール �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 454－ 2 〃 アタマ 8．1

612 エリープラネット 牝3栗 54 三浦 皇成谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 420－ 41：21．91 10．3�
36 パーラミター 牝3青鹿54 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 508＋ 6 〃 ハナ 9．3�
714 ブロンドキュート 牝3栗 54 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 B456－ 61：22．21� 13．1
35 ユ ウ キ ャ ン 牝3黒鹿54 蛯名 正義道永 幸治氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル 468－ 61：22．41 16．3�
11 マイキャラット 牝3鹿 54 柴田 善臣飯田 正剛氏 小島 茂之 新ひだか 千代田牧場 456＋ 21：23．25 89．1�
713 タイセイパルフェ 牝3黒鹿54 北村 宏司田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 450＋141：23．41� 60．1�
48 プリンセスティナ 牝3栗 54 F．ミナリク�日東牧場 中舘 英二 浦河 日東牧場 450－ 41：23．72 43．6�

（独）

59 クイーンディアス 牝3鹿 54
51 ▲野中悠太郎加藤 義久氏 黒岩 陽一 新ひだか カタオカフアーム 416－101：24．01� 102．7�

816 サンキャスパー 牝3黒鹿54 村田 一誠 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 新冠 石郷岡 雅樹 458 ―1：24．42� 209．0�
23 ウインソリティア 牝3鹿 54 大野 拓弥�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 424± 01：25．99 73．0�
815 モ メ ン タ ム 牝3青鹿 54

52 △武藤 雅 �Gリビエール・
レーシング 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 430＋ 81：26．75 121．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，792，900円 複勝： 45，029，500円 枠連： 16，282，200円
馬連： 64，405，900円 馬単： 29，002，400円 ワイド： 43，160，600円
3連複： 86，755，100円 3連単： 91，824，800円 計： 401，253，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 150円 � 190円 枠 連（2－4） 830円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 370円 �� 500円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 5，900円

票 数

単勝票数 計 247929 的中 � 52605（1番人気）
複勝票数 計 450295 的中 � 86224（1番人気）� 82307（2番人気）� 51237（3番人気）
枠連票数 計 162822 的中 （2－4） 15100（2番人気）
馬連票数 計 644059 的中 �� 55182（1番人気）
馬単票数 計 290024 的中 �� 14063（1番人気）
ワイド票数 計 431606 的中 �� 31071（1番人気）�� 21777（2番人気）�� 20823（3番人気）
3連複票数 計 867551 的中 ��� 38302（1番人気）
3連単票数 計 918248 的中 ��� 11281（1番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．2―12．8―12．8―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．0―30．2―43．0―55．8―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．0
3 ・（5，6）7，2（3，4）（8，12）11（1，9，10，13，15）14－16 4 5（6，7）2（3，4）（8，12，11）（13，15）（1，9，10）14－16

勝馬の
紹 介

ロジヒューズ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．9．30 中山13着

2015．3．3生 牝3鹿 母 ロ ジ ヒ ッ ト 母母 ヒットザボード 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインソリティア号・モメンタム号は，「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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ガラシアライツ号・クレバーレディー号・ショコラトリー号・トーアエグレット号
※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。

03073 2月17日 晴 良 （30東京1）第7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

36 アラスカノオーロラ 牡3鹿 56 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 468 ―1：27．8 6．5�
24 トークフレンドリー 牡3芦 56 勝浦 正樹吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 484 ― 〃 クビ 37．4�
48 シリウスインパクト 牡3鹿 56 柴田 大知星野 祐介氏 相沢 郁 新ひだか グランド牧場 468 ―1：28．54 3．2�

（ルーセント）

611 ヴィジョンオブラヴ 牡3青鹿56 宮崎 北斗大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 472 ― 〃 クビ 36．2�
47 コールドターキー 牡3栗 56 杉原 誠人薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 438 ―1：28．92� 130．3�
714 アルマアルジーヌ 牝3鹿 54 柴田 善臣コウトミックレーシング 高橋 文雅 新冠 小泉牧場 480 ―1：29．53� 43．4�
612 ジ ッ ピ ー 牡3栗 56 三浦 皇成前田 幸治氏 栗田 徹 日高 戸川牧場 480 ― 〃 クビ 3．9	
815 ナムラジュノー 牝3鹿 54 嘉藤 貴行奈村 睦弘氏 大和田 成 様似 林 時春 410 ―1：30．24 8．8

12 サ エ ズ リ 牡3青鹿56 江田 照男岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 452 ―1：30．83� 97．3�
713 サンビリングス 牡3黒鹿56 西村 太一 �加藤ステーブル 大和田 成 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460 ― 〃 ハナ 41．1
11 ディスクメディア 牡3鹿 56 横山 和生村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 450 ―1：31．43� 113．7�
35 ミラクルパレット 牝3黒鹿54 F．ミナリク �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 千代田牧場 454 ―1：31．61� 6．8�
（独）

59 クールキャスト 牝3黒鹿 54
52 △武藤 雅川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 428 ―1：32．23� 53．1�

510 バーミンガム 牡3栗 56 蛯名 正義�ヒルノ 田中 剛 浦河 辻 牧場 520 ―1：32．3� 8．1�
23 キンパツムスメ 牝3栗 54 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 藤原牧場 428 ―1：32．61	 93．1�
816 ベ リ ロ ス 牝3鹿 54

52 △伴 啓太加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 436 ―1：34．4大差 265．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，372，700円 複勝： 34，165，800円 枠連： 15，381，600円
馬連： 45，907，100円 馬単： 22，026，800円 ワイド： 29，277，100円
3連複： 55，756，500円 3連単： 61，958，600円 計： 285，846，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 160円 � 710円 � 130円 枠 連（2－3） 3，640円

馬 連 �� 9，780円 馬 単 �� 16，210円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 510円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 8，690円 3 連 単 ��� 69，100円

票 数

単勝票数 計 213727 的中 � 26060（3番人気）
複勝票数 計 341658 的中 � 56495（2番人気）� 7951（9番人気）� 88745（1番人気）
枠連票数 計 153816 的中 （2－3） 3272（14番人気）
馬連票数 計 459071 的中 �� 3636（27番人気）
馬単票数 計 220268 的中 �� 1019（46番人気）
ワイド票数 計 292771 的中 �� 3409（24番人気）�� 15872（3番人気）�� 3531（22番人気）
3連複票数 計 557565 的中 ��� 4808（25番人気）
3連単票数 計 619586 的中 ��� 650（203番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．5―36．7―49．3―1：02．3―1：14．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アラスカノオーロラ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2015．3．14生 牡3鹿 母 ポジショントーク 母母 シングライクトーク 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 アルマアルジーヌ号の騎手柴田善臣は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベリロス号は，「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39頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）39頭 アイリーデイ号・アーキトレーヴ号・イディナローク号・ウェディングフォト号・エイシンセラード号・

エイシンネメシス号・エヴィエイション号・エフォートラン号・エンゲージリング号・オフザロック号・オーラフォ号・
カラフルワールド号・クラシックバイオ号・クラシーヴァ号・スウィンザブルース号・タイセイシュラーク号・
ダンディーボーイ号・トラベリング号・ドラム号・ドラヤキ号・ナムラファルネーゼ号・ナリタカピリナ号・
ハッピーメモリアル号・バルバロッサ号・ヒミコ号・プロミネンス号・ヘニーマックス号・ボナマティーナ号・
ポールウィン号・マグナムオプス号・マリノエチュード号・ミンデンユウカ号・ムーンフォース号・
メイショウテツワン号・メイハンコック号・モンテルース号・ラヴィングフレーム号・リネンオーカン号・
レデッキー号

※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。

第１回 東京競馬 第７日



03074 2月17日 晴 良 （30東京1）第7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

35 スパイスマジック 牡3芦 56 内田 博幸 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 492＋ 61：39．3 14．6�
713 トーホウフライト 牡3鹿 56 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 496－ 4 〃 クビ 5．2�
815 クリムズンフラッグ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 522＋ 61：39．4� 4．0�
611 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 470－ 21：40．03� 10．6�
612 ベルクカッツェ 牡3青鹿 56

53 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 470＋ 61：40．21� 12．6	
23 タイキメサイア 牡3栗 56 松岡 正海�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＋161：40．62� 20．9

36 ブラックバローズ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 尾形 和幸 新ひだか タイヘイ牧場 502－ 61：40．7� 3．3�
48 ジュンモユル 牡3鹿 56 C．ルメール 河合 純二氏 尾関 知人 新冠 マリオステー

ブル 496＋ 21：41．02 18．1�
47 ディーエスバズーカ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 502 ―1：41．21� 65．6
816 エンドウォーニング 牡3栗 56 武士沢友治井上 久光氏 高市 圭二 新冠 石田牧場 B486－ 41：41．41� 58．4�
11 ラ ズ ワ ル ド 牡3黒鹿56 福永 祐一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 青森 石田 英機 480± 0 〃 アタマ 10．2�
714 トニーハピネス 牝3栗 54

52 △武藤 雅トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 422± 01：42．35 226．3�
510 ハッピーテーラー 牡3鹿 56 柴田 大知中西 浩一氏 黒岩 陽一 青森 マルシチ牧場 512＋ 61：43．25 477．9�
12 ルンルンマキシマム 牝3黒鹿54 酒井 学保谷フミ子氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 478－101：43．3クビ 289．0�
59 ビスタペルフェッタ 牡3鹿 56

55 ☆井上 敏樹今中 俊平氏 黒岩 陽一 日高 森永牧場 460－121：43．72� 349．5�
24 ショウナンガレオン 牡3芦 56 北村 宏司国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 棚川 光男 500± 01：44．44 36．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，723，200円 複勝： 58，144，200円 枠連： 18，009，100円
馬連： 71，959，400円 馬単： 34，541，500円 ワイド： 49，586，100円
3連複： 94，230，300円 3連単： 106，921，100円 計： 465，114，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 380円 � 180円 � 160円 枠 連（3－7） 1，020円

馬 連 �� 3，880円 馬 単 �� 9，120円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，110円 �� 400円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 41，650円

票 数

単勝票数 計 317232 的中 � 17301（7番人気）
複勝票数 計 581442 的中 � 30604（7番人気）� 88389（3番人気）� 112145（2番人気）
枠連票数 計 180091 的中 （3－7） 13658（3番人気）
馬連票数 計 719594 的中 �� 14346（16番人気）
馬単票数 計 345415 的中 �� 2840（37番人気）
ワイド票数 計 495861 的中 �� 9929（17番人気）�� 11006（13番人気）�� 34381（2番人気）
3連複票数 計 942303 的中 ��� 14623（13番人気）
3連単票数 計1069211 的中 ��� 1861（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．0―47．4―1：00．3―1：13．2―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F39．0
3 4（5，14）13（1，6，8）15－3（10，9，12，16）（2，11）－7 4 ・（4，5，14）13（1，6，8）15－3（12，16）10－（2，9，11）7

勝馬の
紹 介

スパイスマジック �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．29 新潟10着

2015．1．27生 牡3芦 母 ホワイトペッパー 母母 レッドチリペッパー 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンガレオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月17日まで平地

競走に出走できない。

03075 2月17日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30東京1）第7日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （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� コースレコード3：17．5良・良

46 クワッドアクセル 牡6栗 60 鈴木 慶太�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 472＋ 63：24．4 3．3�
814 トラキアンコード �6芦 60 金子 光希原 �子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 514＋ 63：25．03� 7．5�
45 ハリケーンリリー �7鹿 60 難波 剛健山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 木村牧場 506＋ 4 〃 アタマ 14．2�
58 メイショウラプター 牡4鹿 59 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 佐藤 陽一 468－ 23：25．63� 69．4�
712 トーセンカナロア 牡6鹿 60 高野 和馬島川 �哉氏 小桧山 悟 洞	湖 レイクヴィラファーム 494＋ 23：25．81
 4．5	
34 ガルガンチュア 牡5栗 60 上野 翔渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 444± 03：26．01
 7．7

33 トーヨーピース 牡4鹿 59 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 478＋203：26．1� 65．2�
69 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 浦河 小葉松 幸雄 B462＋ 23：26．2クビ 32．5�
11 スリージェット 牡5栗 60 小野寺祐太永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492＋ 63：27．58 14．0
711 コパカバーナ 牝4栗 57 蓑島 靖典�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 498＋ 43：27．6クビ 124．8�
610 トゥルーラヴキッス �5鹿 60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 512－ 23：27．81
 4．5�
813 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 新冠 村上 欽哉 440＋183：30．0大差 49．2�
57 アークアーセナル 牡5鹿 60 山本 康志 �アフロin El Paso 国枝 栄 洞	湖 レイクヴィラファーム 492＋183：31．7大差 65．5�
22 オシノイッテ 牡4栗 59 伊藤 工真西村新一郎氏 天間 昭一 青森 久保フアーム 456± 0 （競走中止） 166．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，843，700円 複勝： 30，077，400円 枠連： 13，211，400円
馬連： 40，791，000円 馬単： 22，147，700円 ワイド： 26，138，400円
3連複： 57，780，100円 3連単： 73，462，600円 計： 282，452，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 210円 � 390円 枠 連（4－8） 1，000円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 510円 �� 830円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 5，350円 3 連 単 ��� 20，290円

票 数

単勝票数 計 188437 的中 � 45259（1番人気）
複勝票数 計 300774 的中 � 62343（1番人気）� 37311（5番人気）� 15472（7番人気）
枠連票数 計 132114 的中 （4－8） 10213（4番人気）
馬連票数 計 407910 的中 �� 25369（4番人気）
馬単票数 計 221477 的中 �� 9124（5番人気）
ワイド票数 計 261384 的中 �� 14041（4番人気）�� 8055（10番人気）�� 3600（21番人気）
3連複票数 計 577801 的中 ��� 8091（18番人気）
3連単票数 計 734626 的中 ��� 2624（66番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 54．6－3F 41．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クワッドアクセル �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．8．10 新潟13着

2012．3．16生 牡6栗 母 ト ピ ア リ ー 母母 アラビックナイト 障害：5戦1勝 賞金 14，100，000円
〔競走中止〕 オシノイッテ号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 オシノイッテ号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目向正面で競走を中止したことについて障害調教再審査〔平地

調教を含む〕。
※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） 2頭 サーデューク号・ノワールギャルソン号
（非抽選馬） 3頭 アドマイヤデライト号・ウルラーレ号・リノリオ号



03076 2月17日 晴 良 （30東京1）第7日 第5競走 ��
��1，800�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
1：44．2
1：43．9

良
良

48 バールドバイ 牡3鹿 56 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494＋ 21：48．2 1．4�

59 アストラサンタン 牝3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 456－ 21：48．41� 5．7�
612 ダノンポピー 牝3栗 54 戸崎 圭太�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 460± 01：48．5� 7．3�
611 ヴィラバドラ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎金山 敏也氏 奥村 武 日高 日高大洋牧場 462－ 21：48．82 88．0�
11 カ ヴ ァ ル 牡3青鹿56 内田 博幸 �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 492－ 81：48．9クビ 29．5	
36 ウインアイスバーグ 牝3芦 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 426－121：49．0� 120．0

47 キングジョーカ 牡3鹿 56 江田 照男�FTU 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 0 〃 アタマ 17．6�
24 ニシノアストライア 牝3栗 54 武士沢友治西山 茂行氏 星野 忍 浦河 高昭牧場 422＋ 41：49．42� 418．8�
713 ルックスマート 牡3鹿 56 田辺 裕信平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 482－ 6 〃 ハナ 19．1
23 ダ ジ ボ ー グ 牡3黒鹿56 津村 明秀髙瀬 真尚氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 432－ 2 〃 ハナ 44．1�
12 ソリフロール 牝3黒鹿54 北村 宏司�ヤブウチ 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 446－ 4 〃 クビ 65．3�
510 ミッキーアトアニ 牡3栗 56 三浦 皇成野田みづき氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 482＋101：49．71� 42．6�
35 マヤノガルネリ 	3鹿 56 勝浦 正樹田所 英子氏 牧 光二 平取 協栄組合 442－ 21：50．12� 65．5�
815 シックスマイル 牝3黒鹿54 村田 一誠古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 440－ 4 〃 同着 480．4�
714 マイネルグリージョ 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 競優牧場 472± 01：50．84 312．8�
816 マ ザ ー 牝3芦 54 柴田 善臣小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 498＋ 41：52．29 276．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，333，800円 複勝： 157，134，100円 枠連： 18，397，700円
馬連： 65，904，700円 馬単： 40，658，400円 ワイド： 49，711，100円
3連複： 85，494，200円 3連単： 140，471，100円 計： 594，105，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（4－5） 330円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 160円 �� 240円 �� 490円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 1，420円

票 数

単勝票数 計 363338 的中 � 200723（1番人気）
複勝票数 計1571341 的中 � 1236464（1番人気）� 85681（2番人気）� 60568（3番人気）
枠連票数 計 183977 的中 （4－5） 42845（1番人気）
馬連票数 計 659047 的中 �� 146958（1番人気）
馬単票数 計 406584 的中 �� 77819（1番人気）
ワイド票数 計 497111 的中 �� 93110（1番人気）�� 50895（2番人気）�� 20523（5番人気）
3連複票数 計 854942 的中 ��� 96547（1番人気）
3連単票数 計1404711 的中 ��� 71370（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．7―48．0―1：00．5―1：12．9―1：24．7―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

バールドバイ �
�
父 Dubawi �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2017．11．19 東京3着

2015．2．14生 牡3鹿 母 ポップアイコン 母母 ピンクタートル 3戦1勝 賞金 8，800，000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 ツクバマカナ号
（非抽選馬） 2頭 ピュアココロ号・モカチョウサン号

03077 2月17日 晴 良 （30東京1）第7日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

34 ハーレムライン 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 458± 01：34．6 5．2�
712 アイスフィヨルド 牡3芦 56 戸崎 圭太佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 440－ 41：34．7� 16．5�
713 ファストライフ 牝3栗 54 津村 明秀石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 438－101：34．91� 66．1�
47 ダイアトニック 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 468± 0 〃 アタマ 2．3�
59 テンワールドレイナ 牝3栗 54 三浦 皇成天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 460－ 21：35．21� 8．4�
814 ゴールドギア 牡3黒鹿56 北村 宏司有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 472－ 2 〃 クビ 8．6	
22 プローシブル 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム B476－ 21：35．83	 432．5

611 フラットレー 牡3青鹿56 R．ムーア �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 ハナ 4．0�

（英）

11 
 トーセンエポナ 牝3鹿 54 松岡 正海島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 464± 01：35．9� 294．8

815 エ ト ナ 牡3鹿 56
54 △武藤 雅岡田 牧雄氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 486－ 21：36．11� 62．4�

46 テイエムチャレンジ 牡3栗 56 田中 勝春竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム
牧場株式会社 500± 01：36．31	 517．6�

610 ヴ ァ イ ザ ー 牡3黒鹿56 福永 祐一 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 同着 28．4�
23 プリームムロジンカ 牝3鹿 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 村上 欽哉 460± 01：37．04 134．5�
35 スターリバー 牝3栗 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 山田牧場 444－ 21：37．1	 499．9�
58 
 モリデンテキーラ 牝3青鹿 54

53 ☆井上 敏樹森田 芳男氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 408－141：38．9大差 676．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 47，686，500円 複勝： 57，320，700円 枠連： 17，576，600円
馬連： 79，660，000円 馬単： 41，396，900円 ワイド： 49，413，700円
3連複： 93，358，800円 3連単： 132，492，800円 計： 518，906，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 380円 � 930円 枠 連（3－7） 3，090円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 6，520円

ワ イ ド �� 960円 �� 2，330円 �� 4，120円

3 連 複 ��� 24，900円 3 連 単 ��� 108，780円

票 数

単勝票数 計 476865 的中 � 72272（3番人気）
複勝票数 計 573207 的中 � 82918（3番人気）� 38311（6番人気）� 13702（8番人気）
枠連票数 計 175766 的中 （3－7） 4398（14番人気）
馬連票数 計 796600 的中 �� 17658（13番人気）
馬単票数 計 413969 的中 �� 4757（25番人気）
ワイド票数 計 494137 的中 �� 13768（12番人気）�� 5396（23番人気）�� 3013（32番人気）
3連複票数 計 933588 的中 ��� 2811（56番人気）
3連単票数 計1324928 的中 ��� 883（259番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．8―12．0―12．1―11．4―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．9―47．9―1：00．0―1：11．4―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーレムライン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 グルームダンサー デビュー 2017．8．20 新潟4着

2015．2．20生 牝3鹿 母 マ ク リ ス 母母 マツクホープ 6戦2勝 賞金 17，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モリデンテキーラ号は，「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。



03078 2月17日 晴 良 （30東京1）第7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）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

35 サクレディーヴァ 牝5芦 55 F．ミナリク K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 524－ 21：25．0 4．4�
（独）

816 ヒ ル ダ 牝5栗 55 田辺 裕信吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：25．63� 2．9�
713 フ ィ ビ ュ ラ 牝5芦 55 C．ルメール �G1レーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508－ 61：25．81� 4．8�
714 ヤマイチジャスティ 牝5鹿 55 田中 勝春菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 478＋ 21：25．9クビ 9．4�
24 レッドアメリア 牝4鹿 55

53 △武藤 雅 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 B452－ 21：26．96 95．1�
36 メイショウアテン 牝4鹿 55 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 様似 中脇 一幸 466－ 21：27．11� 19．1	
815 レアファインド 牝5鹿 55 内田 博幸�G1レーシング 田村 康仁 千歳 社台ファーム 464＋ 41：27．31� 33．3

47 ピサノベルベット 牝4鹿 55 勝浦 正樹市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 438－141：27．4� 73．7�
23 � タ ン ゴ 牝4鹿 55 戸崎 圭太石川 達絵氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 506－ 41：27．5� 5．6�
611 ウォルプタス 牝4青鹿55 松岡 正海本間 充氏 和田正一郎 日高 本間牧場 442－ 61：27．6� 44．5
11 � タキオンレイ 牝4栗 55

52 ▲野中悠太郎小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 474－ 31：27．81� 135．6�
510 ハッピーランラン 牝4鹿 55 大野 拓弥馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 506＋101：28．75 46．4�
612 ロ ジ セ ン ス 牝4鹿 55 北村 宏司久米田正明氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 528－ 61：29．23 32．8�
59 � イ イ ナ ヅ ケ 牝5鹿 55 柴田 大知大和屋 暁氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：30．37 169．2�
12 � ディーワンプリモ 牝4鹿 55 三浦 皇成小清水由美子氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 448－ 61：30．51� 132．1�

（15頭）
48 フィーユダムール 牝5鹿 55 横山 和生窪田 康志氏 小野 次郎 安平 追分ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，091，200円 複勝： 49，020，100円 枠連： 20，938，400円
馬連： 71，296，600円 馬単： 31，266，600円 ワイド： 45，103，000円
3連複： 86，964，000円 3連単： 106，701，400円 計： 443，381，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 120円 � 160円 枠 連（3－8） 650円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 330円 �� 410円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 6，630円

票 数

単勝票数 差引計 320912（返還計 20） 的中 � 57287（2番人気）
複勝票数 差引計 490201（返還計 43） 的中 � 76724（2番人気）� 119947（1番人気）� 69160（3番人気）
枠連票数 差引計 209384（返還計 0 ） 的中 （3－8） 24821（3番人気）
馬連票数 差引計 712966（返還計 165） 的中 �� 71138（1番人気）
馬単票数 差引計 312666（返還計 67） 的中 �� 13848（5番人気）
ワイド票数 差引計 451030（返還計 164） 的中 �� 34950（2番人気）�� 27182（4番人気）�� 36022（1番人気）
3連複票数 差引計 869640（返還計 381） 的中 ��� 61274（1番人気）
3連単票数 差引計1067014（返還計 722） 的中 ��� 11651（8番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．5―12．6―12．4―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．2―47．8―1：00．2―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクレディーヴァ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．11．23 京都3着

2013．2．6生 牝5芦 母 ラフェクレール 母母 アドマイヤマカディ 17戦3勝 賞金 34，063，000円
〔出走取消〕 フィーユダムール号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イイナヅケ号・ディーワンプリモ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月

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。
（非当選馬） 1頭 キュイキュイ号
（非抽選馬） 5頭 アイーダ号・アマノガワ号・ナンヨービーナス号・ヘイポーラ号・メンデンホール号
※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。

03079 2月17日 晴 良 （30東京1）第7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

11 ピックミータッチ �5鹿 57
55 △武藤 雅山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 512＋ 61：38．7 10．5�

612 フ ィ ス キ オ 牡4栗 57 三浦 皇成�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 482＋ 41：38．91	 6．2�
23 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± 01：39．32	 7．9�
36 ピアノイッチョウ 牝4黒鹿55 田辺 裕信小林 祥晃氏 尾形 充弘 浦河 中神牧場 528－ 61：39．61
 4．5�
816 プ エ ル ト �6鹿 57 内田 博幸池谷 誠一氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム B538＋ 2 〃 ハナ 14．2�
59 メイショウルミナス 牝4黒鹿55 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 474＋ 61：39．91
 153．4	
12 スパークルメノウ 牡4黒鹿57 横山 和生島川 
哉氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 472＋10 〃 アタマ 202．1�
510� ラグプリンセス 牝4鹿 55 柴田 大知吉田 和子氏 金成 貴史 米 Northwest

Farms LLC 486－ 21：40．0クビ 14．5�
611 サクラレガーロ 牡4栗 57 北村 宏司�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 西村 和夫 466± 01：40．1	 24．7
47 ハイアーグラウンド 牡4鹿 57 R．ムーア 小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 498－ 21：40．2	 4．5�

（英）

713� ミセスワタナベ 牝4鹿 55 C．ルメール 吉田 和子氏 木村 哲也 米
C. Kidder, N. Cole,
J. K. Griggs &
Linda Griggs

492＋ 81：40．51
 10．1�
48 ダークネブラス 牡6青鹿57 福永 祐一 �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 472－ 41：40．6	 9．5�
815 リパーカッション 牡4鹿 57 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 B504＋ 2 〃 ハナ 192．5�
24 データヴァリュー 牡4鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 476＋ 41：41．02	 90．1�
714 サーストンウィナー �4黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎齊藤 宣勝氏 武井 亮 浦河 高岸 順一 462－241：41．1
 463．6�
35 ベストインザスカイ 牡5鹿 57 江田 照男飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B516＋ 21：42．9大差 72．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，702，100円 複勝： 58，378，900円 枠連： 23，234，500円
馬連： 87，807，200円 馬単： 36，401，600円 ワイド： 56，203，600円
3連複： 116，042，000円 3連単： 130，731，000円 計： 544，500，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 360円 � 210円 � 240円 枠 連（1－6） 2，950円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 6，630円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，390円 �� 820円

3 連 複 ��� 9，790円 3 連 単 ��� 44，720円

票 数

単勝票数 計 357021 的中 � 27083（7番人気）
複勝票数 計 583789 的中 � 37276（8番人気）� 81473（2番人気）� 64113（4番人気）
枠連票数 計 232345 的中 （1－6） 6087（17番人気）
馬連票数 計 878072 的中 �� 17795（19番人気）
馬単票数 計 364016 的中 �� 4115（31番人気）
ワイド票数 計 562036 的中 �� 9642（26番人気）�� 10262（22番人気）�� 18207（7番人気）
3連複票数 計1160420 的中 ��� 8884（41番人気）
3連単票数 計1307310 的中 ��� 2119（170番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．4―47．9―1：00．8―1：13．4―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピックミータッチ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．11．29 東京3着

2013．2．24生 �5鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ 12戦3勝 賞金 26，500，000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 サンマルライバル号・プリエンプト号
（非抽選馬） 1頭 ビルトアゲン号
※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。



03080 2月17日 晴 良 （30東京1）第7日 第9競走 ��
��2，000�フ リ ー ジ ア 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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

67 ギ ベ オ ン 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504－122：01．5 3．3�
810 マイネルファンロン 牡3青鹿56 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 458＋ 42：01．6� 5．4�
11 ブレステイキング 牡3鹿 56 R．ムーア �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472－10 〃 ハナ 4．5�

（英）

811 エリスライト 牝3鹿 54 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 426－ 62：02．23� 3．7�
33 トキノパイレーツ 牡3鹿 56 津村 明秀田中 準市氏 相沢 郁 新冠 川上牧場 448－ 22：02．3� 84．5	
44 ア シ ュ リ ン 牝3青鹿54 中谷 雄太吉田 和美氏 松永 幹夫 新ひだか 前川 正美 440± 0 〃 ハナ 18．3

22 	 ホリデーモード 牡3黒鹿56 田辺 裕信下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-

obe Farm 490－ 22：02．51
 9．8�
79 ヴィオトポス 牝3青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 440± 02：02．81� 269．9�
78 ハーツフェルト 牝3栗 54 戸崎 圭太林 正道氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 436－ 42：02．9� 23．4
55 タイプムーン 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 468± 02：03．96 208．7�
66 プロトスター 牡3栗 56 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 480－ 22：04．21� 15．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 60，154，200円 複勝： 74，934，000円 枠連： 22，972，200円
馬連： 121，961，900円 馬単： 55，039，400円 ワイド： 67，895，000円
3連複： 145，994，000円 3連単： 214，596，400円 計： 763，547，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 160円 � 140円 枠 連（6－8） 370円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 370円 �� 270円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 8，350円

票 数

単勝票数 計 601542 的中 � 142837（1番人気）
複勝票数 計 749340 的中 � 153453（1番人気）� 113592（3番人気）� 134047（2番人気）
枠連票数 計 229722 的中 （6－8） 47785（1番人気）
馬連票数 計1219619 的中 �� 78717（4番人気）
馬単票数 計 550394 的中 �� 20096（7番人気）
ワイド票数 計 678950 的中 �� 46604（3番人気）�� 68715（1番人気）�� 31480（6番人気）
3連複票数 計1459940 的中 ��� 73294（2番人気）
3連単票数 計2145964 的中 ��� 18624（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．0―37．4―50．0―1：02．5―1：15．0―1：27．3―1：38．6―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

ギ ベ オ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2017．12．17 阪神1着

2015．2．20生 牡3鹿 母 コンテスティッド 母母 Gold Vault 2戦2勝 賞金 17，294，000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。

03081 2月17日 晴 良 （30東京1）第7日 第10競走 ��
��1，600�

はくれい

白嶺ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下；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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

12 クライスマイル 牡7黒鹿57 柴田 善臣小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 472－ 41：38．2 53．2�
815 ナムラミラクル 牡5芦 57 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 480－ 21：38．73 7．4�
510 レッドオルバース 牡6栗 57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504± 01：38．91� 3．0�
11 エ ニ グ マ 牡4鹿 57 F．ミナリク石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 494－ 41：39．0	 7．6�

（独）

714 イーストオブザサン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 474＋ 6 〃 ハナ 13．6�
611 レッドサバス 牡6黒鹿57 津村 明秀 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム B472－ 61：39．21
 16．5	
24 コアレスキング 牡8鹿 57 村田 一誠小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 542＋ 61：39．3� 165．8

47 ベルウッドテラス �8鹿 57 中谷 雄太鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 498－ 21：39．61� 299．0�
23 イーグルフェザー 牡5鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 492＋ 2 〃 ハナ 4．2
35 ペプチドウォヘッド 牡6鹿 57 勝浦 正樹沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 454－ 8 〃 アタマ 70．1�
612 エ キ マ エ 牡7鹿 57 江田 照男古川 智洋氏 中川 公成 新冠 アラキフアーム B530－ 21：39．81 21．5�
36 シ ッ プ ウ �7黒鹿57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 500－ 81：40．01
 389．3�
713 タイセイプレシャス �6栗 57 松岡 正海田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 470－ 41：40．21 23．4�
48 ハルクンノテソーロ 牡4黒鹿57 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 新冠 長浜牧場 476－ 21：40．3	 8．4�
59 クロフネビームス 牝6芦 55 柴田 大知古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 484＋ 61：40．4� 31．3�
816 タブレットピーシー 牡7芦 57 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 486－ 41：41．35 251．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，185，800円 複勝： 81，961，200円 枠連： 33，988，600円
馬連： 165，314，600円 馬単： 61，234，200円 ワイド： 87，911，500円
3連複： 199，639，800円 3連単： 245，181，300円 計： 923，417，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，320円 複 勝 � 940円 � 250円 � 150円 枠 連（1－8） 3，110円

馬 連 �� 15，890円 馬 単 �� 30，530円

ワ イ ド �� 4，170円 �� 2，310円 �� 580円

3 連 複 ��� 15，040円 3 連 単 ��� 167，530円

票 数

単勝票数 計 481858 的中 � 7239（11番人気）
複勝票数 計 819612 的中 � 16576（11番人気）� 83319（4番人気）� 181024（1番人気）
枠連票数 計 339886 的中 （1－8） 8449（16番人気）
馬連票数 計1653146 的中 �� 8061（40番人気）
馬単票数 計 612342 的中 �� 1504（83番人気）
ワイド票数 計 879115 的中 �� 5186（43番人気）�� 9483（27番人気）�� 42051（3番人気）
3連複票数 計1996398 的中 ��� 9954（51番人気）
3連単票数 計2451813 的中 ��� 1061（496番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．2―48．3―1：00．6―1：13．0―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クライスマイル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．4．12 中山1着

2011．4．20生 牡7黒鹿 母 リーフィーウッド 母母 ラスリングカプス 16戦4勝 賞金 87，363，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アフターバーナー号・ヴァローア号・オニノシタブル号・ダンツゴウユウ号・テンザワールド号・

ニットウビクトリー号・パワーポケット号・フォギーナイト号・マリオーロ号・メガオパールカフェ号・メリートーン号
※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。



03082 2月17日 晴 良 （30東京1）第7日 第11競走 ��
��3，400�第68回ダイヤモンドステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，29．2．18以降30．2．13まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 518，000円 148，000円 74，000円 � コースレコード

中央レコード
3：29．4
3：29．4

良
良

814 フェイムゲーム �8青鹿58．5 C．ルメール �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 462－ 63：31．6 2．7�
11 � リ ッ ジ マ ン 牡5鹿 52 蛯名 正義�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 444－ 43：31．91	 7．5�
46 ソールインパクト 牡6芦 54 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 43：32．11
 11．7�
57 � リッチーリッチー 牡5栗 54 内田 博幸�ラ・メール 奥村 武 愛 N. Hartery B512± 0 〃 クビ 21．3�
33 プレストウィック 牡7芦 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 534＋ 43：32．2クビ 7．3	
22 ハッピーモーメント 牡8鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 504＋123：32．41
 25．2

45 ホウオウドリーム 牡4鹿 52 松岡 正海小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 496－ 23：32．71	 4．7�
69 トウシンモンステラ 牡8黒鹿53 北村 宏司�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 478－123：32．8	 130．6�
610 ダウンザライン 牡4芦 48 石神 深一�Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 B482± 03：33．75 158．2
58 レジェンドセラー 牡4鹿 54 田辺 裕信�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 540－ 23：34．33 5．6�
712 グランアルマダ 牡6芦 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム B532＋ 23：35．47 57．0�
813 トレジャーマップ 牡7鹿 50 江田 照男小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 450－ 43：35．82 118．5�
34 ラブラドライト �9鹿 53 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B480－163：38．0大差 55．1�
711 サイモントルナーレ 牡12栗 48 伊藤 工真澤田 昭紀氏 加藤 和宏 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 63：38．42 403．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 124，344，800円 複勝： 173，273，800円 枠連： 75，147，300円
馬連： 442，732，100円 馬単： 176，750，200円 ワイド： 213，006，000円
3連複： 635，412，800円 3連単： 944，167，600円 計： 2，784，834，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 230円 � 260円 枠 連（1－8） 1，360円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 470円 �� 580円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 12，630円

票 数

単勝票数 計1243448 的中 � 357094（1番人気）
複勝票数 計1732738 的中 � 412426（1番人気）� 175648（5番人気）� 143707（6番人気）
枠連票数 計 751473 的中 （1－8） 42774（8番人気）
馬連票数 計4427321 的中 �� 331746（4番人気）
馬単票数 計1767502 的中 �� 81157（3番人気）
ワイド票数 計2130060 的中 �� 122307（4番人気）�� 95791（6番人気）�� 43987（17番人気）
3連複票数 計6354128 的中 ��� 137675（12番人気）
3連単票数 計9441676 的中 ��� 54175（37番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．2―12．7―12．8―12．5―12．4―12．8―12．6―12．4―12．6―13．1―12．5―12．5―11．7―11．7
―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．7―36．9―49．6―1：02．4―1：14．9―1：27．3―1：40．1―1：52．7―2：05．1―2：17．7―2：30．8

2，600� 2，800� 3，000� 3，200�
―2：43．3―2：55．8―3：07．5―3：19．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェイムゲーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アレミロード デビュー 2012．9．29 中山8着

2010．5．11生 �8青鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ 26戦7勝 賞金 411，148，000円
［他本会外：2戦0勝］

03083 2月17日 晴 良 （30東京1）第7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 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
1：19．6
1：19．0

良
良

36 リライアブルエース 牡5黒鹿57 中谷 雄太 �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 486－101：23．0 5．6�

510 ナンヨーアミーコ 牡5栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 442± 01：23．1� 10．3�
24 ワイナルダム 牡4青鹿57 松岡 正海 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 462－ 41：23．31	 29．3�
48 タケショウベスト 牝4鹿 55 蛯名 正義�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 466± 0 〃 クビ 7．2�
714 サ フ ィ ロ ス 牡6鹿 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482－ 41：23．4� 83．9�
12 ヤマニンマンドール 牡6黒鹿57 田中 勝春土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 458± 01：23．5� 79．1	
47 ペルソナリテ 牝5鹿 55 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 432± 01：23．6� 5．9�
35 ジ ョ イ フ ル 牡4鹿 57 R．ムーア H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 4 〃 ハナ 6．2�
（英）

612 アルミレーナ 牝4芦 55 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 444＋ 2 〃 クビ 4．4
816 ウインハートビート 牡5栗 57 田辺 裕信
ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 486－14 〃 アタマ 60．1�
815 ラベンダーヴァレイ 牝5鹿 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス
 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 434－ 61：23．81 5．9�
713 ラ ブ タ ー ボ 牝5鹿 55

53 △武藤 雅田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 446＋ 41：23．9� 271．0�
59 
 リバティーホール 牝9鹿 55

52 ▲野中悠太郎吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B464＋ 81：24．0� 378．8�
23 
 ワキノアタリ 牝5鹿 55 津村 明秀脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 460－ 21：24．1クビ 74．2�
11 フ ラ ガ リ ア 牝4黒鹿55 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 418－ 41：24．31	 57．7�
611 ダイワスキャンプ �6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 438＋121：24．4� 234．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，985，500円 複勝： 107，615，000円 枠連： 49，456，200円
馬連： 192，512，200円 馬単： 74，130，900円 ワイド： 114，743，000円
3連複： 247，293，500円 3連単： 335，326，700円 計： 1，194，063，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 250円 � 300円 � 640円 枠 連（3－5） 1，780円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 2，260円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 19，760円 3 連 単 ��� 77，050円

票 数

単勝票数 計 729855 的中 � 103434（2番人気）
複勝票数 計1076150 的中 � 125963（5番人気）� 96581（7番人気）� 38628（8番人気）
枠連票数 計 494562 的中 （3－5） 21456（8番人気）
馬連票数 計1925122 的中 �� 50770（19番人気）
馬単票数 計 741309 的中 �� 10872（32番人気）
ワイド票数 計1147430 的中 �� 26887（19番人気）�� 13010（22番人気）�� 8055（29番人気）
3連複票数 計2472935 的中 ��� 9382（50番人気）
3連単票数 計3353267 的中 ��� 3155（238番人気）

ハロンタイム 13．3―11．7―12．1―12．3―11．4―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．3―25．0―37．1―49．4―1：00．8―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．6
3 ・（4，13）（5，14）（3，6，8，15）7（2，10，9，16）（11，12）1 4 ・（4，13）（3，5，14）（8，16）（2，6，15）（10，7，12）（1，9）11

勝馬の
紹 介

リライアブルエース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2016．4．16 阪神3着

2013．1．13生 牡5黒鹿 母 ゴールデンドックエー 母母 Penpont 8戦3勝 賞金 35，806，000円
〔制裁〕 リライアブルエース号の騎手中谷雄太は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・8

番・14番・5番）
※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 フクノクオリア号・ラッフォルツァート号
※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。



（30東京1）第7日 2月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

248，020，000円
16，990，000円
1，640，000円
29，510，000円
73，127，000円
5，758，800円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
554，216，400円
927，054，700円
324，595，800円
1，450，252，700円
624，596，600円
832，149，100円
1，904，721，100円
2，583，835，400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
計 9，201，421，800円

総入場人員 27，125名 （有料入場人員 25，858名）
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