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03073 2月16日 晴 良 （25東京1）第7日 第1競走 ��
��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

35 ジョーヌドール 牡3栗 56 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 462－ 22：16．7 10．8�
24 オメガラヴィータ 牝3栗 54 G．ブノワ 原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 466＋ 42：17．12� 6．5�

（仏）

12 スペーストリップ 牡3栗 56 内田 博幸窪田 康志氏 高橋 文雅 新ひだか 山際牧場 488－ 42：17．31	 7．0�
59 ポッドフェローズ 牡3鹿 56 石橋 脩小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 484－ 2 〃 クビ 11．6�
36 セプテントリオ 牡3黒鹿56 柴田 善臣 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 42：18．04 4．7	
816 フクノカストル 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行福島 実氏 萱野 浩二 新ひだか 中田 浩美 466－ 42：18．21	 37．1

612 クロンヌヴェール 牡3栗 56 三浦 皇成 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 512＋ 22：18．51
 6．3�
713 カ ッ シ ー ニ 牡3鹿 56 松岡 正海松田 整二氏 田島 俊明 浦河 木戸口牧場 544＋ 42：18．81
 12．3�
611 トーセンターキー 牡3黒鹿56 武 豊島川 哉氏 加藤 征弘 新ひだか 岡田スタツド 480－ 22：19．12 4．4�
47 マ ル マ ロ ス 牡3芦 56 中谷 雄太ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B488－ 22：19．2クビ 25．6�
11 キープトライン 牡3鹿 56

53 ▲杉原 誠人岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 三石川上牧場 B474－ 62：20．05 259．5�
510 インジニアス 牡3栗 56 田中 勝春田中 春美氏 嶋田 潤 新冠 赤石 久夫 476＋ 22：20．2
 202．9�
23 カラダサンキュー 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次子安 裕樹氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 430＋ 62：20．73 329．8�
815 ローローローロー 牝3黒鹿54 吉田 隼人石川 幸司氏 中川 公成 新ひだか 坂本牧場 464－ 62：21．23 158．3�
714 オ ベ レ ッ ク 牡3鹿 56 石神 深一片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 476＋ 22：23．1大差 214．8�
48 ポッドサージェント 牡3鹿 56

53 ▲平野 優小川眞査雄氏 矢野 照正 新冠 川上牧場 458－122：23．52� 68．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，920，000円 複勝： 36，257，500円 枠連： 15，170，700円
馬連： 53，367，500円 馬単： 32，866，500円 ワイド： 22，441，300円
3連複： 70，962，600円 3連単： 105，907，600円 計： 356，893，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 410円 � 210円 � 240円 枠 連（2－3） 780円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 8，330円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 1，570円 �� 690円

3 連 複 ��� 9，350円 3 連 単 ��� 72，110円

票 数

単勝票数 計 199200 的中 � 14593（6番人気）
複勝票数 計 362575 的中 � 20210（8番人気）� 50037（3番人気）� 43034（4番人気）
枠連票数 計 151707 的中 （2－3） 14368（3番人気）
馬連票数 計 533675 的中 �� 9597（19番人気）
馬単票数 計 328665 的中 �� 2915（39番人気）
ワイド票数 計 224413 的中 �� 3597（20番人気）�� 3456（23番人気）�� 8453（7番人気）
3連複票数 計 709626 的中 ��� 5604（38番人気）
3連単票数 計1059076 的中 ��� 1084（290番人気）

ハロンタイム 7．1―11．9―12．0―11．7―12．5―13．2―13．4―14．0―13．5―13．6―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―19．0―31．0―42．7―55．2―1：08．4―1：21．8―1：35．8―1：49．3―2：02．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．9―3F40．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジョーヌドール �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Chief’s Crown デビュー 2012．12．15 中山10着

2010．4．4生 牡3栗 母 ア ビ 母母 Carmelized 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 スペーストリップ号の騎手内田博幸は，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〕 オベレック号・ポッドサージェント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月

16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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 イレプレイスブル号・カツトシクン号・キンシバイ号・サルジェンツチェリ号・ダンシングビート号・

ドラゴンロックス号・バレルウェーブ号・メイショウキリコ号
※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。

03074 2月16日 晴 良 （25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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

11 レイキッシュボーイ 牡3栗 56 村田 一誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 466 ―1：28．5 11．3�

36 ダブルウォー 牡3鹿 56 蛯名 正義 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496 ―1：28．6� 3．3�

35 ジェイサクセス �3栃栗56 的場 勇人�リーヴァ 矢野 英一 千歳 社台ファーム 486 ―1：28．91� 74．7�
23 ブライトマーサ 牡3黒鹿56 G．ブノワ �岡崎牧場 矢野 英一 新冠 競優牧場 468 ―1：29．0	 5．9�

（仏）

59 ローズミラクル 牡3青鹿56 太宰 啓介 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 522 ―1：29．1クビ 2．3	
48 ヤマニンパンテオン 牡3鹿 56 伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 428 ―1：29．31	 115．9

47 メテオーラビアンカ 牡3鹿 56 吉田 隼人 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 510 ―1：29．61� 43．5�
815 ルイジアナビバップ 牡3鹿 56 柴田 大知阿部 幸暉氏 星野 忍 新冠 武田 修一 466 ―1：30．66 26．9�
713 トゥルーブルー 牡3芦 56 吉田 豊飯田 正剛氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 516 ―1：30．92 45．1
816 ビレッジドリーム 牝3栗 54 五十嵐雄祐村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 468 ―1：31．0	 58．5�
611 バトルスプレンダー 牡3栗 56

54 △嶋田 純次宮川 秋信氏 武藤 善則 新ひだか 見上牧場 B464 ―1：31．21
 233．3�
12 タイガーキャット 牝3黒鹿 54

51 ▲杉原 誠人田端 修氏 根本 康広 日高 北田 剛 426 ―1：31．3� 68．1�
714� ドラゴンフロント 牡3黒鹿56 田中 勝春窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 米 C. Kidder, N.

Cole & B. Kidder 434 ― 〃 ハナ 16．2�
510 ロサレヴィガータ �3鹿 56 中谷 雄太岡田 牧雄氏 田島 俊明 日高 宝寄山 忠則 476 ―1：32．36 19．9�
24 エムズフォルテ 牝3栗 54 丸田 恭介 �クローバー商事 嶋田 潤 新冠 榊原 光子 466 ―1：32．62 205．6�
612 マキシムプリンセス 牝3鹿 54 武士沢友治小田 廣美氏 石栗 龍彦 新ひだか 神垣 道弘 454 ―1：35．3大差 251．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，309，200円 複勝： 28，409，200円 枠連： 12，387，300円
馬連： 42，865，700円 馬単： 30，934，900円 ワイド： 18，530，600円
3連複： 47，285，700円 3連単： 80，855，400円 計： 282，578，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 290円 � 170円 � 1，070円 枠 連（1－3） 1，640円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 640円 �� 5，080円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 20，990円 3 連 単 ��� 135，310円

票 数

単勝票数 計 213092 的中 � 14924（4番人気）
複勝票数 計 284092 的中 � 25228（4番人気）� 60083（2番人気）� 5295（10番人気）
枠連票数 計 123873 的中 （1－3） 5596（6番人気）
馬連票数 計 428657 的中 �� 19023（5番人気）
馬単票数 計 309349 的中 �� 4847（15番人気）
ワイド票数 計 185306 的中 �� 7600（7番人気）�� 860（41番人気）�� 2017（21番人気）
3連複票数 計 472857 的中 ��� 1663（55番人気）
3連単票数 計 808554 的中 ��� 441（298番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．5―37．1―50．5―1：04．1―1：16．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レイキッシュボーイ �
�
父 スマートボーイ �

�
母父 The Minstrel 初出走

2010．5．17生 牡3栗 母 ウエイアウト 母母 Fager’s Glory 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マキシムプリンセス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月16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21頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）21頭 アイアムライジング号・ウシュマル号・オリオンザムーン号・キタサンミカヅキ号・キョウエイナイト号・

グランドアゲン号・クリノハンニバル号・コパノメガミ号・スズノシオン号・セノーテルシータ号・
ティアップブルーム号・トーアコロチャン号・ブラッキーピサ号・プリティウイッチ号・プレドマンシュ号・
ベルベットカッツェ号・マイストリート号・マネタイザー号・ラベンダーパース号・ララジロー号・リネンコゾウ号

※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



03075 2月16日 晴 良 （25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
1：34．4
1：33．3

重
良

59 オリオンザジャパン 牡3芦 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 476－ 41：39．3 2．5�
815 ドラゴンブラック 牡3青鹿56 北村 宏司窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 豊洋牧場 B474－ 41：39．4� 5．2�
35 ロマンシングジェム 牝3青鹿54 G．ブノワ 吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B478－ 21：39．82� 17．5�

（仏）

612 フリークエンシー 牡3黒鹿 56
54 △嶋田 純次山上 和良氏 堀井 雅広 新ひだか 松田 一夫 540＋ 61：39．9クビ 12．3�

713 ベリートゥベリー 牡3鹿 56 横山 典弘北所 直人氏 鈴木 伸尋 様似 髙村 伸一 456－ 81：40．0� 3．2�
11 ダンディーレイ 牡3栗 56 内田 博幸 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 470－ 81：41．27 13．2	
48 ラ グ ー ン 牝3栗 54 吉田 豊桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 456± 01：41．83� 142．0

714 キルタンサス 牡3栗 56 秋山真一郎山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 446＋ 41：42．22� 293．9�
510 スチブナイト 牡3鹿 56 江田 照男岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 21：42．3� 286．6�
23 アーリーボーイ 牡3鹿 56 太宰 啓介冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 510＋161：43．04 77．9
12 ダイワスペクター 牡3黒鹿56 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 514＋141：43．42� 60．5�
816 トキノロブロイ 牡3黒鹿 56

53 ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 472＋ 61：43．82� 57．0�
611 スイートワルツ 牝3鹿 54 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 482＋ 2 〃 アタマ 375．0�
24 ピースオブウィーク 牡3黒鹿56 松岡 正海ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新ひだか 前川 正美 494＋ 41：44．0� 14．5�
36 タ メ ト モ 牡3栗 56

53 ▲杉原 誠人佐藤 守宏氏 松山 康久 白老 ユートピア牧場 428＋ 61：44．53 234．0�
47 キンショーゴールド 牡3栗 56 中谷 雄太礒野日出夫氏 田島 俊明 新冠 長浜 秀昭 478＋ 81：45．45 274．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，217，200円 複勝： 50，116，700円 枠連： 14，174，500円
馬連： 57，764，700円 馬単： 39，212，900円 ワイド： 25，758，200円
3連複： 71，191，600円 3連単： 122，496，200円 計： 406，932，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 160円 � 350円 枠 連（5－8） 560円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 260円 �� 590円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 8，250円

票 数

単勝票数 計 262172 的中 � 83698（1番人気）
複勝票数 計 501167 的中 � 186641（1番人気）� 73747（3番人気）� 23041（7番人気）
枠連票数 計 141745 的中 （5－8） 18880（2番人気）
馬連票数 計 577647 的中 �� 82053（2番人気）
馬単票数 計 392129 的中 �� 27773（3番人気）
ワイド票数 計 257582 的中 �� 29291（2番人気）�� 10247（6番人気）�� 6125（12番人気）
3連複票数 計 711916 的中 ��� 20661（8番人気）
3連単票数 計1224962 的中 ��� 10963（19番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．9―12．6―13．1―13．2―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．8―34．7―47．3―1：00．4―1：13．6―1：26．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．0―3F38．9
3 8，12（1，15）（9，4）5（10，16）13－3－（14，11）－（7，2）6 4 8，12（1，15）（5，9）4（10，13）3，16－14－11－（6，2）7

勝馬の
紹 介

オリオンザジャパン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．11 札幌4着

2010．2．27生 牡3芦 母 パーシャンブルー 母母 スプリングコート 7戦1勝 賞金 15，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タメトモ号・キンショーゴールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月

16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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エアセノーテ号・ジャストザオネスト号
（非抽選馬） 3頭 アルファエンゼル号・キャニオンティアモ号・ベルウッドサロン号
※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。

03076 2月16日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25東京1）第7日 第4競走 ��3，100�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：24．5良・良

22 ジェットストリーム 牡5黒鹿60 浜野谷憲尚馬場 幸夫氏 手塚 貴久 むかわ 上水牧場 530＋103：31．3 16．8�
45 ニシノラブキング 牡7栗 60 江田 勇亮西山 茂行氏 菅原 泰夫 鵡川 西山牧場 490± 03：31．62 89．9�
813 アグネスハイヤー 牡7鹿 60 北沢 伸也渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 468－103：32．02� 4．8�
57 � マ サ ラ イ ト 牡9鹿 62 西谷 誠丸井サカミ氏 増本 豊 三石 本桐牧場 504－ 23：32．2� 4．3�
69 ジャポニズム 	6鹿 60 横山 義行 �サンデーレーシング 金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 23：32．41� 17．7�
712 トウシンボルト 牡6黒鹿60 中村 将之	サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 488＋ 43：32．5� 5．6

46 シルクダイナスティ 牡8栗 60

57 ▲山崎 亮誠有限会社シルク星野 忍 新冠 樋渡 信義 494＋ 63：32．6� 57．6�
58 メジロサンノウ 牡5黒鹿60 大江原 圭岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 484＋ 43：32．7クビ 7．9�
34 � モ ル エ ラ ン 	8青鹿60 草野 太郎 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 484＋ 63：33．01� 15．9
610 メジロアマギ 牝5栗 58 蓑島 靖典岩﨑 伸道氏 尾関 知人 浦河 まるとみ冨岡牧場 482＋ 23：34．06 161．3�
33 � エーシンイグアス 牡5鹿 60 黒岩 悠	栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 516－ 23：34．63� 15．2�
11 パ ゴ ダ 牡7鹿 60 高野 和馬�和田牧場 和田正一郎 静内 及川 麻吉 546＋ 43：34．7� 35．9�
711 アグネスミヌエット 牝8鹿 58 五十嵐雄祐渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 438－ 43：34．8� 5．1�
814� コブラボール 牡9青鹿60 石神 深一吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 490＋ 2 〃 ハナ 131．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，920，600円 複勝： 25，197，800円 枠連： 17，216，300円
馬連： 41，007，700円 馬単： 27，696，500円 ワイド： 18，838，000円
3連複： 55，396，800円 3連単： 84，710，100円 計： 285，983，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 500円 � 1，870円 � 190円 枠 連（2－4） 21，390円

馬 連 �� 59，230円 馬 単 �� 93，770円

ワ イ ド �� 10，400円 �� 1，520円 �� 8，220円

3 連 複 ��� 247，780円 3 連 単 ��� 1，275，840円

票 数

単勝票数 計 159206 的中 � 7502（8番人気）
複勝票数 計 251978 的中 � 11942（8番人気）� 2830（12番人気）� 47679（1番人気）
枠連票数 計 172163 的中 （2－4） 594（29番人気）
馬連票数 計 410077 的中 �� 511（69番人気）
馬単票数 計 276965 的中 �� 218（124番人気）
ワイド票数 計 188380 的中 �� 439（60番人気）�� 3141（24番人気）�� 557（54番人気）
3連複票数 計 553968 的中 ��� 165（257番人気）
3連単票数 計 847101 的中 ��� 49（1354番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 52．2－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジェットストリーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gulch デビュー 2010．8．1 函館4着

2008．3．3生 牡5黒鹿 母 ク ラ イ ム 母母 Passing Vice 障害：7戦2勝 賞金 24，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジュヌドラゴン号
（非抽選馬） 1頭 ドリームマイスター号



03077 2月16日 晴 良 （25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
1：44．1

良
良

713� ヒシサイレンス 牡3黒鹿56 三浦 皇成阿部 雅英氏 小笠 倫弘 米 Masa-
ichiro Abe 450＋ 21：48．1 14．5�

35 ユールシンギング 牡3鹿 56 松岡 正海 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 540－121：48．2� 5．7�
12 ヒカルハノハノ 牡3黒鹿56 F．ベリー 高橋 光氏 古賀 史生 登別 青藍牧場 490－ 21：48．41	 4．3�

（愛）

611� マイネグロリアーナ 牝3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 米 Dixiana

Farms LLC 474＋ 21：48．61	 13．9�
23 ダイワフォース 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 446± 01：48．91
 4．1	
816 キョウエイリリック 牝3鹿 54 丸田 恭介田中 晴夫氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤沢牧場 492＋ 41：49．22 18．4

24 ティアップレーヴ 牝3芦 54 吉田 隼人田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 480＋ 4 〃 クビ 43．3�
510 イーグルモア 牡3栗 56 石橋 脩 �千葉パブリックゴ

ルフコース 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 446－ 61：49．3クビ 20．4�
48 リネンウインド �3黒鹿56 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 前谷 武志 446－10 〃 クビ 293．2
714 ナンダデヴィ 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 462－ 21：49．51	 4．9�
36 ダテノソコヂカラ 牝3鹿 54 木幡 初広関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 488＋ 21：49．71� 55．5�
815 バンテアイスレイ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 真歌田中牧場 428－ 61：49．8� 401．0�
612 タイキオーラム 牝3黒鹿 54

51 ▲平野 優�大樹ファーム 二ノ宮敬宇 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 394－101：50．97 115．1�

47 コウギョウボーラー 牡3青鹿56 小島 太一菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 436＋ 61：51．11� 359．2�
59 スティレット 牡3青鹿56 田辺 裕信 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 460± 01：51．31� 35．4�
11 タイセイプリンス 牡3鹿 56 吉田 豊田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 白井牧場 456± 0 （競走中止） 13．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，695，500円 複勝： 42，378，400円 枠連： 18，294，800円
馬連： 60，541，000円 馬単： 37，967，600円 ワイド： 28，134，000円
3連複： 72，113，700円 3連単： 111，447，600円 計： 393，572，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 320円 � 200円 � 180円 枠 連（3－7） 1，060円

馬 連 �� 5，520円 馬 単 �� 10，870円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 1，300円 �� 560円

3 連 複 ��� 8，290円 3 連 単 ��� 55，130円

票 数

単勝票数 計 226955 的中 � 12388（7番人気）
複勝票数 計 423784 的中 � 29669（5番人気）� 58779（4番人気）� 69984（2番人気）
枠連票数 計 182948 的中 （3－7） 12821（4番人気）
馬連票数 計 605410 的中 �� 8107（23番人気）
馬単票数 計 379676 的中 �� 2580（45番人気）
ワイド票数 計 281340 的中 �� 4427（19番人気）�� 5199（15番人気）�� 13178（5番人気）
3連複票数 計 721137 的中 ��� 6421（30番人気）
3連単票数 計1114476 的中 ��� 1492（191番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．9―12．1―12．1―12．4―11．6―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―35．1―47．2―59．3―1：11．7―1：23．3―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

�ヒシサイレンス �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Touch Gold デビュー 2012．10．27 東京3着

2010．2．18生 牡3黒鹿 母 Hishi Once More 母母 Hishi Natalie 4戦1勝 賞金 8，100，000円
〔競走中止〕 タイセイプリンス号は，競走中に疾病〔右第1指骨開放骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メインターゲット号
（非抽選馬） 4頭 アングリア号・ジュルヴォアソング号・ネコタイショウ号・モンプレジール号
※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。

03078 2月16日 晴 良 （25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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

55 サーストンニュース 牡3青鹿56 内田 博幸齊藤 宣勝氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 444± 01：36．0 5．8�
33 トウショウプライド 牡3栗 56 G．ブノワトウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504＋141：36．1� 34．3�

（仏）

44 マイネルブルズアイ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント 462－ 21：36．31� 10．6�

77 シンボリディスコ 牡3栗 56 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 470－ 21：36．4� 18．7�
810 スズノフウジン 牡3栗 56 F．ベリー 小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 500＋ 21：36．5� 22．0�

（愛）

11 ガ チ バ ト ル 牡3栗 56 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 440－ 4 〃 アタマ 10．7	
22 ジェネクラージュ 牡3栗 56 田辺 裕信加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 442± 0 〃 ハナ 38．2

89 ベステゲシェンク 牡3鹿 56 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 450－ 41：36．71 1．6�
66 サンダーオーシャン 牡3鹿 56 横山 典弘千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 500± 0 〃 ハナ 12．9�
78 	 ハカタドンタク 牡3栗 56

54 △嶋田 純次小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 伊藤 敏明 496－ 61：37．01
 97．7
（10頭）

売 得 金
単勝： 33，745，900円 複勝： 104，580，800円 枠連： 14，073，300円
馬連： 62，266，000円 馬単： 55，257，000円 ワイド： 29，981，600円
3連複： 69，733，200円 3連単： 179，766，000円 計： 549，403，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 260円 � 1，830円 � 560円 枠 連（3－5） 9，170円

馬 連 �� 8，380円 馬 単 �� 21，240円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 730円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 21，190円 3 連 単 ��� 150，420円

票 数

単勝票数 計 337459 的中 � 46025（2番人気）
複勝票数 計1045808 的中 � 123646（2番人気）� 13127（9番人気）� 47895（5番人気）
枠連票数 計 140733 的中 （3－5） 1133（19番人気）
馬連票数 計 622660 的中 �� 5484（21番人気）
馬単票数 計 552570 的中 �� 1920（46番人気）
ワイド票数 計 299816 的中 �� 4030（20番人気）�� 10717（8番人気）�� 2258（30番人気）
3連複票数 計 697332 的中 ��� 2429（51番人気）
3連単票数 計1797660 的中 ��� 882（285番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．7―49．3―1：01．7―1：13．0―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サーストンニュース �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Trempolino デビュー 2012．7．21 新潟3着

2010．4．27生 牡3青鹿 母 ロリポップガール 母母 Icy Pop 8戦2勝 賞金 23，100，000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。



03079 2月16日 晴 良 （25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）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

612 ゴールデンクラウン 牡4青鹿57 横山 典弘吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：25．7 6．8�
11 ミルキーブロード 牝4芦 55 津村 明秀半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 488＋16 〃 ハナ 22．4�
23 � アーティクラフティ 牡5鹿 57 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 日高 待兼牧場 526± 01：26．76 15．1�
35 ピオニエトウショウ 牝4鹿 55 丸田 恭介トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 422－ 21：26．8� 28．7�
36 レッツゴーマークン 牡5栗 57 内田 博幸�Basic 田島 俊明 日高 ナカノファーム 444± 01：26．9クビ 6．3	
815 ビットプレスト 牡5鹿 57 江田 照男礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 464± 01：27．0� 21．8

816 タニセンヴォイス 牝4栗 55 吉田 隼人染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 462－ 21：27．1� 9．3�
611 オメガスパーキング 牡4鹿 57 W．ビュイック 原 	子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B478± 0 〃 クビ 1．9�

（英）

713 シゲルドリアン 牡4鹿 57 石橋 脩森中 蕃氏 松山 将樹 日高 中前牧場 B476＋ 81：27．31
 36．5
48 � スズカアタック 牡5青 57 的場 勇人永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 444＋ 2 〃 ハナ 194．1�
12 ドリームピース 牡4栗 57 柴田 善臣セゾンレースホース� 松山 康久 安平 追分ファーム 488＋131：27．4� 69．2�
59 フランスギャル 牝4黒鹿55 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 472－ 21：27．71� 29．8�
714 レオプレシャス 牡6黒鹿57 村田 一誠�レオ 小野 次郎 浦河 酒井牧場 B486＋ 2 〃 アタマ 66．3�
24 ドリームバラード 牝4黒鹿 55

52 ▲杉原 誠人ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B448＋ 21：28．01� 170．7�
510� サンデンマックス 牡5鹿 57

55 △嶋田 純次山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 502＋121：28．1� 190．9�
47 シルクアイリス 牝5黒鹿55 三浦 皇成有限会社シルク上原 博之 浦河 杵臼牧場 470－ 21：28．63 123．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，582，800円 複勝： 54，339，500円 枠連： 26，157，300円
馬連： 73，816，300円 馬単： 48，125，800円 ワイド： 35，965，600円
3連複： 87，904，800円 3連単： 155，510，400円 計： 512，402，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 290円 � 810円 � 410円 枠 連（1－6） 1，530円

馬 連 �� 6，720円 馬 単 �� 11，190円

ワ イ ド �� 2，730円 �� 1，060円 �� 4，160円

3 連 複 ��� 26，330円 3 連 単 ��� 112，410円

票 数

単勝票数 計 305828 的中 � 35680（3番人気）
複勝票数 計 543395 的中 � 54168（4番人気）� 15953（8番人気）� 35449（5番人気）
枠連票数 計 261573 的中 （1－6） 12633（6番人気）
馬連票数 計 738163 的中 �� 8114（20番人気）
馬単票数 計 481258 的中 �� 3176（33番人気）
ワイド票数 計 359656 的中 �� 3205（26番人気）�� 8689（11番人気）�� 2086（37番人気）
3連複票数 計 879048 的中 ��� 2464（70番人気）
3連単票数 計1555104 的中 ��� 1021（299番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．2―36．0―48．4―1：00．6―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンクラウン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2011．8．28 札幌2着

2009．5．3生 牡4青鹿 母 ゴールドティアラ 母母 Bright Tiara 11戦2勝 賞金 19，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ピグマリオン号
（非抽選馬） 6頭 シシリアンルージュ号・ダーズンローズ号・トーセンブリッツ号・ファンデルワールス号・フレンチナデシコ号・

ミラクルミイクン号
※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16日 晴 良 （25東京1）第7日 第8競走 ��2，400�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，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．6
2：28．6

不良
不良

816 ホノカアボーイ 牡5黒鹿57 田中 博康 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 470＋ 62：34．2 19．3�
612 インパルション 牡4鹿 56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 464＋ 6 〃 クビ 5．9�
48 ロケットダイヴ 牡6鹿 57 W．ビュイック 山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：34．3クビ 12．9�

（英）

36 メイスンキャプテン 牡4栗 56 北村 宏司梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 510－ 2 〃 クビ 4．0�
11 タ ナ ト ス 牡5黒鹿 57

54 ▲杉原 誠人榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 456－ 62：34．4� 4．0�
713 レ ジ ア ー ネ �5鹿 57 蛯名 正義広尾レース	 尾関 知人 浦河 中島牧場 470－ 22：34．71� 8．0

510 サンマルデューク 牡4黒鹿56 武 豊相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 504± 02：35．23 11．1�
35 エーペックス 牡4青鹿56 内田 博幸	Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 514＋ 82：35．3� 13．8�
47 トップストライド 牡5鹿 57 横山 典弘�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 502＋ 62：35．93� 67．3
714 ディアフォルティス 牡5黒鹿57 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中田 英樹 B490＋ 42：36．32� 31．1�
815	 ヒロノキョウシュウ 牡8鹿 57 江田 照男八百板俊一郎氏 星野 忍 静内 聖心台牧場 518＋ 42：36．4� 288．6�
23 ブリリアントシチー 牡6栗 57 武士沢友治 	友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 今井 秀樹 532－ 4 〃 アタマ 85．3�
59 	 ローレルカンタータ 牡7栗 57 柴田 大知 	ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム 524± 02：36．5� 273．8�
12 ブライトジェム 牡5栗 57 F．ベリー 栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 494－102：36．6� 14．8�

（愛）

24 マージービート 牡6栗 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 502－ 42：39．3大差 120．2�
611 ノッティングボーイ 牡5鹿 57 丸田 恭介齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 508± 02：40．910 32．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，205，800円 複勝： 50，995，300円 枠連： 25，884，000円
馬連： 81，715，700円 馬単： 45，089，100円 ワイド： 34，816，400円
3連複： 94，109，400円 3連単： 141，894，800円 計： 501，710，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 360円 � 200円 � 390円 枠 連（6－8） 3，440円

馬 連 �� 5，610円 馬 単 �� 13，860円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 2，810円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 18，420円 3 連 単 ��� 169，450円

票 数

単勝票数 計 272058 的中 � 11145（9番人気）
複勝票数 計 509953 的中 � 34466（6番人気）� 79693（2番人気）� 31077（7番人気）
枠連票数 計 258840 的中 （6－8） 5567（16番人気）
馬連票数 計 817157 的中 �� 10761（23番人気）
馬単票数 計 450891 的中 �� 2402（53番人気）
ワイド票数 計 348164 的中 �� 6503（19番人気）�� 2984（38番人気）�� 7270（14番人気）
3連複票数 計 941094 的中 ��� 3771（68番人気）
3連単票数 計1418948 的中 ��� 618（532番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―12．2―13．1―13．0―13．4―12．8―13．3―13．3―13．2―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．5―36．7―49．8―1：02．8―1：16．2―1：29．0―1：42．3―1：55．6―2：08．8―2：21．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホノカアボーイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Boundary デビュー 2010．11．1 東京15着

2008．2．23生 牡5黒鹿 母 ジ ェ ラ ー ト 母母 パーフェクトジェム 22戦4勝 賞金 52，926，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノッティングボーイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月16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 トリノ号・メイショウブンブク号
※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。



03081 2月16日 晴 良 （25東京1）第7日 第9競走 ��
��2，000�セントポーリア賞

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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000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 ヘルデンテノール 牡3鹿 56 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506－ 42：00．7 3．0�

710 カフェリュウジン 牡3鹿 56 武 豊西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 514－ 42：00．91� 25．7�
55 ミエノワンダー 牡3鹿 56 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500－ 6 〃 クビ 12．6�
812 エデンロック 牡3鹿 56 三浦 皇成田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 468＋122：01．11 7．1�
68 イントレピッド 牡3鹿 56 太宰 啓介会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 442＋ 62：01．31� 29．7�
56 モンテエベレスト 牡3青鹿56 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 498± 02：01．4� 17．5	
44 アドマイヤスピカ 牡3栗 56 内田 博幸近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 486－ 42：01．5� 4．4

33 インプロヴァイズ 牡3青 56 石橋 脩有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 8 〃 ハナ 5．5�
11 ポ ポ ル ブ フ 牡3芦 56 蛯名 正義吉田 哲哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 472－ 22：01．6� 14．5�
22 ナンヨーケンゴー 	3鹿 56 吉田 隼人中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 476－ 82：01．91� 194．9
79 オメガユニコーン 牡3黒鹿56 F．ベリー 原 
子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 466＋ 22：03．39 16．7�

（愛）

811 アンブリッジローズ 牡3鹿 56 横山 典弘 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 438－ 22：03．72� 43．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 43，756，500円 複勝： 70，870，300円 枠連： 24，880，500円
馬連： 116，908，300円 馬単： 68，221，500円 ワイド： 44，695，700円
3連複： 134，012，900円 3連単： 242，379，500円 計： 745，725，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 580円 � 310円 枠 連（6－7） 1，420円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 720円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 12，880円 3 連 単 ��� 54，370円

票 数

単勝票数 計 437565 的中 � 118410（1番人気）
複勝票数 計 708703 的中 � 157924（1番人気）� 25292（9番人気）� 55350（5番人気）
枠連票数 計 248805 的中 （6－7） 12992（8番人気）
馬連票数 計1169083 的中 �� 21682（19番人気）
馬単票数 計 682215 的中 �� 8802（25番人気）
ワイド票数 計 446957 的中 �� 8899（16番人気）�� 16177（6番人気）�� 3336（39番人気）
3連複票数 計1340129 的中 ��� 7679（46番人気）
3連単票数 計2423795 的中 ��� 3290（200番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．1―12．1―12．4―12．7―12．2―11．4―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．7―36．8―48．9―1：01．3―1：14．0―1：26．2―1：37．6―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ヘルデンテノール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2012．11．17 東京1着

2010．1．20生 牡3鹿 母 デ ィ ー バ 母母 ミスセクレト 4戦2勝 賞金 18，594，000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。

03082 2月16日 晴 良 （25東京1）第7日 第10競走 ��
��1，600�

は つ ね

初音ステークス
発走15時10分 （芝・左）
牝，4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，55�

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：31．3
1：30．7

良
良

816 ア ラ フ ネ 牝4栗 55 丸田 恭介�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 446＋ 41：34．1 16．6�
59 ダンスファンタジア 牝5鹿 55 G．ブノワ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 468＋ 61：34．2� 26．9�

（仏）

47 ウインクリアビュー 牝6栗 55 三浦 皇成�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 458－ 2 〃 クビ 14．5�
36 ピクシープリンセス 牝5鹿 55 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 2 〃 ハナ 3．3�
48 ガーネットチャーム 牝4鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 426± 01：34．3クビ 13．5	
35 パワースポット 牝5鹿 55 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 466＋ 4 〃 ハナ 10．6

714 メイショウスザンナ 牝4鹿 55 武 豊松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 470＋121：34．62 9．0�
611 ハッピーパレード 牝7黒鹿55 F．ベリー 馬場 幸夫氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム B466－ 2 〃 ハナ 42．9

（愛）

23 ケイアイエレガント 牝4黒鹿55 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B516＋ 21：34．7	 22．4�
11 サニーヘイロー 牝5栗 55 北村 宏司宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 466＋ 21：34．8	 13．9�
24 フ ァ ー ゴ 牝4栗 55 田中 勝春吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 422± 01：35．22� 53．6�
510 クッカーニャ 牝4青鹿55 石橋 脩 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 ハナ 11．1�
612 ラインジェシカ 牝6栗 55 内田 博幸大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 510＋141：35．41 6．4�
815 ラフォルジュルネ 牝6鹿 55 W．ビュイック �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 2 〃 クビ 12．9�
（英）

12 マイネエポナ 牝4鹿 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム 452＋ 41：36．14 73．9�

713 エスピナアスール 牝6黒鹿55 田辺 裕信青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 472＋ 81：36．63 53．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，360，800円 複勝： 76，603，200円 枠連： 43，757，000円
馬連： 169，997，100円 馬単： 83，513，700円 ワイド： 61，414，600円
3連複： 199，099，500円 3連単： 318，004，500円 計： 996，750，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 490円 � 840円 � 410円 枠 連（5－8） 2，910円

馬 連 �� 29，070円 馬 単 �� 53，410円

ワ イ ド �� 7，440円 �� 2，870円 �� 6，020円

3 連 複 ��� 134，680円 3 連 単 ��� 872，450円

票 数

単勝票数 計 443608 的中 � 21064（10番人気）
複勝票数 計 766032 的中 � 41628（10番人気）� 22582（12番人気）� 52251（6番人気）
枠連票数 計 437570 的中 （5－8） 11134（16番人気）
馬連票数 計1699971 的中 �� 4316（84番人気）
馬単票数 計 835137 的中 �� 1154（160番人気）
ワイド票数 計 614146 的中 �� 2020（83番人気）�� 5335（45番人気）�� 2503（77番人気）
3連複票数 計1990995 的中 ��� 1091（351番人気）
3連単票数 計3180045 的中 ��� 269（2128番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．4―47．1―58．9―1：10．3―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ラ フ ネ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．8．20 札幌1着

2009．3．24生 牝4栗 母 サイレンスマンボウ 母母 アサカマンボウ 12戦3勝 賞金 49，850，000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。



03083 2月16日 晴 良 （25東京1）第7日 第11競走 ��
��3，400�第63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，24．2．18以降25．2．10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 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
3：29．4
3：29．4

良
良

815 アドマイヤラクティ 牡5鹿 56 内田 博幸近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480－ 23：31．9 4．3�
36 ジャガーメイル 牡9鹿 58．5 F．ベリー 吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム B484± 03：32．32� 6．6�

（愛）

816 メイショウカドマツ 牡4栗 54 武 豊松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 532－ 4 〃 クビ 8．6�
24 ノ ー ス テ ア �5栗 55 W．ビュイック 山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 534－ 43：32．4� 6．3�

（英）

12 サクセスパシュート 牡5鹿 54 吉田 隼人髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 480＋ 23：32．5	 7．6�
714 ファタモルガーナ �5鹿 55 川島 信二 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 472－ 43：32．6� 5．9	
35 フォゲッタブル 牡7黒鹿56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス
 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490± 03：33．13 28．7�
48 エーシンミラージュ 牡5鹿 55 丸田 恭介
栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 528＋ 63：33．31 10．5�
611 モンテクリスエス 牡8鹿 55 柴田 善臣毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 554－ 83：33．51
 60．7
11 ケイアイドウソジン 牡7鹿 56 吉田 豊亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 村田牧場 506＋ 63：33．6	 51．7�
713 コスモヘレノス 牡6鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム 522＋123：33．8	 132．6�
23 � マカニビスティー 牡6青鹿56 石橋 脩備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 山田 政宏 B486－ 23：33．9	 23．0�
612 イケドラゴン 牡8栗 50 伊藤 工真池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 532－ 23：34．0� 88．2�
47 � エーシンジーライン 牡8黒鹿57 太宰 啓介
栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 482－123：34．1クビ 31．7�
510 ラッキーバニラ 牡6青鹿54 田辺 裕信吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B510＋ 23：34．3	 64．4�
59 ネ コ パ ン チ 牡7黒鹿56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 490± 03：40．3大差 39．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 106，902，900円 複勝： 180，374，400円 枠連： 102，285，100円
馬連： 472，924，400円 馬単： 219，522，400円 ワイド： 155，684，400円
3連複： 659，643，900円 3連単： 1，093，587，700円 計： 2，990，925，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 250円 � 310円 枠 連（3－8） 1，010円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 760円 �� 690円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 6，630円 3 連 単 ��� 32，050円

票 数

単勝票数 計1069029 的中 � 196747（1番人気）
複勝票数 計1803744 的中 � 350459（1番人気）� 177859（5番人気）� 133192（7番人気）
枠連票数 計1022851 的中 （3－8） 75381（4番人気）
馬連票数 計4729244 的中 �� 180171（8番人気）
馬単票数 計2195224 的中 �� 42686（15番人気）
ワイド票数 計1556844 的中 �� 51657（7番人気）�� 57596（6番人気）�� 25149（19番人気）
3連複票数 計6596439 的中 ��� 73472（24番人気）
3連単票数 計10935877 的中 ��� 25182（111番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．4―12．3―12．5―12．6―12．6―13．3―13．3―13．2―13．2―13．2―12．3―12．0―11．8―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� 2，400�
12．7―23．7―35．1―47．4―59．9―1：12．5―1：25．1―1：38．4―1：51．7―2：04．9―2：18．1―2：31．3

2，600� 2，800� 3，000� 3，200�
―2：43．6―2：55．6―3：07．4―3：19．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．3―3F36．3
1
�
9＝1－10－7－12－16（2，11）（6，15）（3，5）（8，4）13，14・（9，1）（10，7）－（12，13）15，16（2，11）（6，14）－5，3，4，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤラクティ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2010．11．14 京都2着

2008．2．20生 牡5鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド 18戦6勝 賞金 168，238，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 グラスゴッド号・スノークラッシャー号・セイカプレスト号・タニノエポレット号・ピエナファンタスト号・

マイネルマーク号・ユウキソルジャー号
※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。

03084 2月16日 晴 良 （25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20分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

48 タイセイファントム 牡5鹿 57 F．ベリー 田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 444－ 61：24．6 2．8�
（愛）

510� ダブルスター 牡4栗 57 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500± 0 〃 クビ 2．6�
714 ヤマチョウフェア 牡5黒鹿57 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 486－101：25．23	 14．6�
47 ヘアーオブザドッグ 牡4鹿 57 松岡 正海平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 514＋121：25．4
 75．9�
59 バ ル ー ン 牡6鹿 57 G．ブノワ 白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 B498＋ 6 〃 アタマ 15．1�

（仏）

815� ジャパンプライド 牡5鹿 57
55 △嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 474－ 2 〃 クビ 34．6	

816 エフティシュタルク 牡5青鹿57 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム 536＋101：25．5クビ 11．4

11 ブロックコード 牡5青鹿57 丸田 恭介�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 488－ 41：25．6	 31．6�
24 ジャーグラット 牡5栗 57 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 432＋ 2 〃 クビ 41．8�
611 トリニティチャーチ �5鹿 57 柴田 大知 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 01：25．81	 32．3
36 ド ル モ ン 牡4鹿 57 柴田 善臣伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B512＋181：26．01� 160．7�
35 ニホンピロララバイ 牡7鹿 57 吉田 隼人小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 480－ 81：26．1	 192．7�
23 ダイワフェリス 牝4栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 508－121：26．52	 25．4�
612 アルセーヌシチー 牡7鹿 57 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 500－ 61：26．6クビ 52．5�
12 フレイムヘイロー 牡5栗 57 武 豊�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 荻伏服部牧場 498＋221：27．45 14．0�
713 ローゼズガーランド 牝4鹿 55 田中 勝春藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 488－ 41：27．61� 105．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，910，800円 複勝： 76，684，700円 枠連： 46，311，300円
馬連： 151，007，400円 馬単： 91，413，700円 ワイド： 64，647，400円
3連複： 190，791，800円 3連単： 373，583，500円 計： 1，046，350，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 120円 � 260円 枠 連（4－5） 280円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 160円 �� 740円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 4，770円

票 数

単勝票数 計 519108 的中 � 151023（2番人気）
複勝票数 計 766847 的中 � 179098（2番人気）� 227238（1番人気）� 48698（4番人気）
枠連票数 計 463113 的中 （4－5） 126561（1番人気）
馬連票数 計1510074 的中 �� 398958（1番人気）
馬単票数 計 914137 的中 �� 115536（2番人気）
ワイド票数 計 646474 的中 �� 142906（1番人気）�� 17263（7番人気）�� 23934（5番人気）
3連複票数 計1907918 的中 ��� 102259（3番人気）
3連単票数 計3735835 的中 ��� 57808（6番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．1―12．2―12．1―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．5―36．6―48．8―1：00．9―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 10，14（8，16）9（13，15）4（3，11）1，6（5，12）7－2 4 10（14，16）8（9，15）（4，3，13）11，1（6，12）5，7－2

勝馬の
紹 介

タイセイファントム �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Boundary デビュー 2010．7．4 函館1着

2008．4．30生 牡5鹿 母 タイキシャレード 母母 Patently Clear 21戦4勝 賞金 66，761，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コリンブレッセ号
（非抽選馬） 3頭 クールヴェント号・シルクパルサー号・ホウショウアビル号
※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。



（25東京1）第7日 2月16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 180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 手 当

254，940，000円
5，110，000円
1，770，000円
23，470，000円
66，456，500円
5，626，800円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
444，528，000円
796，807，800円
360，592，100円
1，384，181，800円
779，821，600円
540，907，800円
1，752，245，900円
3，010，143，300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 9，069，228，300円

総入場人員 25，179名 （有料入場人員 23，849名）
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