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03037 2月5日 晴 良 （29東京1）第4日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

23 メガポリゴン 牡3鹿 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 530＋ 21：27．3 3．8�
24 シャドウウォリアー 牡3鹿 56 大野 拓弥飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 クビ 9．6�
510 ビッグヒット 牡3鹿 56 内田 博幸小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 480－ 41：27．51� 5．4�
611 ラッキーパンチ 牡3鹿 56

54 △木幡 初也田島榮二郎氏 矢野 英一 日高 坂 牧場 494± 01：27．71 4．4�
612 マーブルフラッシュ 牡3栗 56

54 △井上 敏樹西村 專次氏 田島 俊明 平取 赤石牧場 456± 01：28．01� 239．3�
815 ミラクルゲート 牡3黒鹿56 丸田 恭介関 駿也氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 434－ 81：28．32 12．3�
47 キャプテンルフィ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 476－ 21：28．61� 6．0	
713 ウィズネイチャー 牡3栗 56

54 △木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 504＋40 〃 クビ 19．2

12 カツノシックスス 牡3鹿 56 的場 勇人勝野産業� 伊藤 伸一 新ひだか 西村 和夫 438＋ 41：28．7クビ 10．3�
59 ロードミュートス 牡3栗 56 吉田 隼人 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 492＋ 4 〃 クビ 22．8�
816 モンキーキック 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹落合 幸弘氏 田中 剛 新冠 新冠橋本牧場 480＋ 41：29．87 97．6�
36 セクイアデンドロン 牡3鹿 56 柴山 雄一塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 466＋181：29．9� 119．4�
714 カシノジェーン 牝3青鹿54 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 448＋ 41：30．21� 245．2�
35 ピ オ ニ エ 牝3鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 81：30．41� 283．2�
11 オトコマエジユウ 牡3芦 56

54 △原田 和真西村新一郎氏 和田 雄二 青森 久保フアーム 444＋ 41：31．35 322．2�
48 ア ン ゲ ル ス 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎金山 敏也氏 黒岩 陽一 日高 日高大洋牧場 386± 01：33．1大差 173．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，886，900円 複勝： 49，079，800円 枠連： 18，256，600円
馬連： 75，618，300円 馬単： 36，129，300円 ワイド： 46，148，000円
3連複： 103，377，300円 3連単： 125，276，600円 計： 483，772，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 290円 � 180円 枠 連（2－2） 2，110円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 930円 �� 490円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 20，250円

票 数

単勝票数 計 298869 的中 � 62708（1番人気）
複勝票数 計 490798 的中 � 71076（3番人気）� 37961（6番人気）� 78935（2番人気）
枠連票数 計 182566 的中 （2－2） 6692（9番人気）
馬連票数 計 756183 的中 �� 26916（7番人気）
馬単票数 計 361293 的中 �� 7124（15番人気）
ワイド票数 計 461480 的中 �� 12424（14番人気）�� 25617（4番人気）�� 13198（12番人気）
3連複票数 計1033773 的中 ��� 19221（13番人気）
3連単票数 計1252766 的中 ��� 4483（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．4―49．4―1：02．3―1：14．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メガポリゴン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．9．17 中山10着

2014．2．1生 牡3鹿 母 パシフィックベル 母母 ザ ス キ ー ト 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンゲルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月5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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 クロンヌ号・スペランツァ号・セイウンハニー号・レオネル号
（非抽選馬） 6頭 ガッテンパートナー号・サンシンシナティ号・ヒハマタノボル号・フォレルスケット号・ペイシャモンタナ号・

リョウランヒーロー号

03038 2月5日 曇 良 （29東京1）第4日 第2競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・左）

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

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

611 クインズウィンダム 牡3鹿 56 戸崎 圭太亀田 和弘氏 奥平 雅士 新冠 隆栄牧場 534± 02：16．0 3．1�
510 エムオーグリッタ 牡3鹿 56 北村 宏司大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 494＋ 22：16．31� 11．5�
815 ビ ジ ョ ッ テ 牝3鹿 54 吉田 隼人古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 480－ 62：16．94 8．0�
714 ショットザバニティ 牡3鹿 56 内田 博幸坂本 万夫氏 武市 康男 新冠 村上 欽哉 510－102：17．32� 11．3�
11 ワンナイトインパリ 牡3鹿 56 石橋 脩青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B490± 02：17．4� 8．7�
612 ポッドティノ 牡3栗 56 田辺 裕信小川眞査雄氏 大竹 正博 日高 沖田牧場 416＋ 82：17．61� 20．3	
23 ヒトノワドリーム 牡3鹿 56 吉田 豊西村 静子氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436＋ 42：17．7� 5．3

713 カ ン タ ン テ 牡3栗 56 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 538－ 42：18．01� 13．3�
47 ペイシャリル 牡3鹿 56 江田 照男北所 直人氏 菅原 泰夫 様似 清水スタッド 464－ 42：18．1� 22．8�
59 イーストンアサシン 牡3鹿 56 丹内 祐次古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか チャンピオンズファーム 534＋ 42：18．52� 11．2
48 パルナッソス 牡3芦 56

55 ☆石川裕紀人 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 494± 02：18．81� 21．5�
24 ビ バ ト リ オ 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也楠本 勝美氏 小笠 倫弘 日高 法理牧場 484＋102：18．9� 211．3�
12 コウジインポシブル 牡3芦 56 津村 明秀神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 484－ 62：19．85 73．3�
816 スカイヴォヤージュ 牡3芦 56 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 B502－ 82：20．22� 115．8�
35 マグニフィセント 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹長谷川清英氏 菊沢 隆徳 新ひだか 武 牧場 516＋ 42：20．41 180．2�
36 キモンズラブ 牝3芦 54

52 △伴 啓太小林 祥晃氏 武藤 善則 新ひだか 伊藤 敏明 B454＋ 42：20．5� 306．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，306，100円 複勝： 53，005，900円 枠連： 23，725，900円
馬連： 80，118，200円 馬単： 35，103，600円 ワイド： 49，992，100円
3連複： 111，832，600円 3連単： 122，000，300円 計： 508，084，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 280円 � 220円 枠 連（5－6） 970円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 830円 �� 560円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 5，590円 3 連 単 ��� 27，240円

票 数

単勝票数 計 323061 的中 � 80793（1番人気）
複勝票数 計 530059 的中 � 104727（1番人気）� 41984（6番人気）� 58700（3番人気）
枠連票数 計 237259 的中 （5－6） 18899（2番人気）
馬連票数 計 801182 的中 �� 27358（5番人気）
馬単票数 計 351036 的中 �� 7337（8番人気）
ワイド票数 計 499921 的中 �� 15328（5番人気）�� 23828（2番人気）�� 8622（18番人気）
3連複票数 計1118326 的中 ��� 14991（12番人気）
3連単票数 計1220003 的中 ��� 3246（50番人気）

ハロンタイム 7．2―11．9―13．5―13．3―13．3―13．4―13．3―13．1―12．0―12．5―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―19．1―32．6―45．9―59．2―1：12．6―1：25．9―1：39．0―1：51．0―2：03．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．0
1
3
7，14，10（5，13）11（6，15）（4，8，12，16）（3，9）－2－1
7（14，10）5（11，13）（6，15）8（4，12，16）（3，9，1）2

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

勝馬の
紹 介

クインズウィンダム �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2016．6．18 阪神9着

2014．5．14生 牡3鹿 母 ベ タ ー ナ ウ 母母 Scenic Point 6戦1勝 賞金 8，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アーネストホープ号

第１回 東京競馬 第４日



03039 2月5日 曇 良 （29東京1）第4日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

59 ダイワエトワール 牝3黒鹿54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 506＋ 41：39．9 9．6�
35 スギノエンプレス 牝3黒鹿54 石橋 脩杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 470± 01：40．43 2．5�
24 プロディジャス 牝3鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 466＋121：40．61� 19．0�
611 アポロマーキュリー 牝3栗 54

52 △木幡 初也アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 456＋ 41：41．02� 177．8�
714 エ ナ ホ ー プ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 松永 康利 日高 沖田牧場 484－ 41：41．2� 6．2�
47 ウインポプリ 牝3鹿 54 柴田 大知�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 41：41．3� 14．0	
510 ジ ャ ン ヌ 牝3栗 54

52 △木幡 巧也荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 382－ 81：41．4クビ 57．3

36 トミケンタルモ 牝3鹿 54

53 ☆長岡 禎仁冨樫 賢二氏 上原 博之 浦河 ガーベラパー
クスタツド 448＋ 4 〃 ハナ 26．1�

612 ワシントンレガシー 牝3芦 54 柴山 雄一吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 ハナ 17．8�
713 ヨイマチグサ 牝3芦 54 蛯名 正義片山 博志氏 佐藤 吉勝 浦河 絵笛牧場 452＋ 2 〃 アタマ 22．1
12 シャインサンデー 牝3栗 54 大野 拓弥森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 418－ 81：41．71� 14．9�
11 ブリスアンドラック 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 アタマ 5．3�
48 トーホウウノ 牝3鹿 54 柴田 善臣東豊物産� 田中 清隆 浦河 辻 牧場 476± 0 〃 ハナ 36．6�
816 ハンドレッドアーツ 牝3栗 54

52 △原田 和真岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新ひだか 静内坂本牧場 466－ 21：41．91� 64．2�
815 クリノアンヌ 牝3栃栗54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 452－101：42．21� 73．2�
23 ハービンクイーン 牝3鹿 54 津村 明秀西村 亮二氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 470＋ 61：42．73 389．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，924，700円 複勝： 67，214，700円 枠連： 26，421，800円
馬連： 92，258，600円 馬単： 47，194，600円 ワイド： 63，514，500円
3連複： 131，874，600円 3連単： 158，727，200円 計： 630，130，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 270円 � 130円 � 490円 枠 連（3－5） 1，290円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 520円 �� 3，320円 �� 990円

3 連 複 ��� 8，530円 3 連 単 ��� 44，050円

票 数

単勝票数 計 429247 的中 � 35529（4番人気）
複勝票数 計 672147 的中 � 53641（4番人気）� 201915（1番人気）� 25230（9番人気）
枠連票数 計 264218 的中 （3－5） 15809（5番人気）
馬連票数 計 922586 的中 �� 48922（4番人気）
馬単票数 計 471946 的中 �� 9720（8番人気）
ワイド票数 計 635145 的中 �� 33315（4番人気）�� 4623（36番人気）�� 16316（8番人気）
3連複票数 計1318746 的中 ��� 11589（26番人気）
3連単票数 計1587272 的中 ��� 2612（127番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．9―50．1―1：03．2―1：15．3―1：27．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワエトワール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．12．25 中山6着

2014．2．28生 牝3黒鹿 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 キウイチャン号・サウンドベティ号・ジュブリーユ号・フレンドパリ号・ヤマニンイリザブル号

03040 2月5日 曇 良 （29東京1）第4日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

79 エグジットラック 牡3栗 56 内田 博幸戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 496 ―1：40．5 2．8�
55 エイシンスパンキー �3栗 56 武 豊�栄進堂 今野 貞一 浦河 高野牧場 514 ― 〃 クビ 3．7�
811 データヴァリュー 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 468 ―1：40．6� 5．5�
66 マンハッタンガール 牝3鹿 54 吉田 豊平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 480 ―1：41．02� 5．9�
67 ラ ル グ ス 牡3鹿 56 M．デムーロディアレストクラブ� 高橋 義忠 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476 ―1：41．63� 10．7	
78 ジャイアンヴォーグ 牡3黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 528 ―1：42．34 11．8

33 グロールタイガー 牡3鹿 56 伊藤 工真�ミルファーム 宗像 義忠 浦河 ミルファーム 466 ―1：42．83 32．4�
11 ゴールドノーブル 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎居城 寿与氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム 492 ―1：43．01� 46．5�
22 ディープサミット 牡3栗 56 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 410 ―1：43．95 34．4
44 セイカファシノーザ 牝3黒鹿54 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 414 ― 〃 ハナ 42．1�
810 クリノアミナ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 日西牧場 484 ―1：47．0大差 144．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，541，800円 複勝： 39，443，800円 枠連： 15，997，200円
馬連： 66，080，900円 馬単： 38，541，000円 ワイド： 37，400，000円
3連複： 79，442，700円 3連単： 130，399，300円 計： 441，846，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 140円 � 140円 枠 連（5－7） 370円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 230円 �� 290円 �� 360円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 3，440円

票 数

単勝票数 計 345418 的中 � 96285（1番人気）
複勝票数 計 394438 的中 � 101883（1番人気）� 70139（2番人気）� 62293（3番人気）
枠連票数 計 159972 的中 （5－7） 33030（1番人気）
馬連票数 計 660809 的中 �� 97522（1番人気）
馬単票数 計 385410 的中 �� 28758（1番人気）
ワイド票数 計 374000 的中 �� 44857（1番人気）�� 32810（2番人気）�� 24433（4番人気）
3連複票数 計 794427 的中 ��� 65793（2番人気）
3連単票数 計1303993 的中 ��� 27412（3番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―11．8―12．8―13．1―12．9―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．8―36．6―49．4―1：02．5―1：15．4―1：27．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エグジットラック �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2014．5．10生 牡3栗 母 トレノローザ 母母 サンデーローザ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノアミナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月5日まで平地競走に

出走できない。
※グロールタイガー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



03041 2月5日 曇 良 （29東京1）第4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

611 サトノルーラー 牡3黒鹿56 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 522＋ 41：48．5 2．2�
816 スターライトブルー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 4 〃 クビ 2．3�
35 レッドエルソル 牝3鹿 54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 436－ 21：48．81� 12．1�
24 ホウオウジャンプ 牡3鹿 56 内田 博幸小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 518± 01：49．01� 6．8�
713 ラストプライドワン 牡3黒鹿56 柴山 雄一嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 470－ 61：49．21� 43．9�
48 コスモアルメナーラ 牡3栗 56 松岡 正海 	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 482＋ 81：49．3� 47．3

23 マイネルエフォート 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 4 〃 ハナ 51．8�
612 レインボーショット 牝3芦 54

52 △木幡 初也 	コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 448± 0 〃 クビ 332．5�
815 アビラウンケン 牡3鹿 56 岩部 純二	ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 490＋121：49．4� 35．2
510 ダンエクセル 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎田島榮二郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元茂牧場 442－ 21：49．61� 198．1�
11 アミーコドーロ 牝3栗 54 宮崎 北斗山口 正行氏 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 462± 01：49．7	 255．4�
47 アキサミヨー 牝3芦 54 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 422＋ 61：49．8� 154．8�
59 リードアゲン 牡3栗 56 西田雄一郎浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B476＋ 21：49．9� 58．3�
714 タイセイサルート 牝3青鹿54 津村 明秀田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 千葉飯田牧場 456± 01：50．53� 324．7�
36 ナンヨーサターン 牡3鹿 56 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 新ひだか 平野牧場 410± 01：50．71� 72．7�
12 ダークショット 牝3青鹿54 黛 弘人 	コスモヴューファーム 中野 栄治 浦河 山田 昇史 466＋101：51．44 495．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，948，900円 複勝： 84，489，700円 枠連： 23，328，400円
馬連： 83，775，900円 馬単： 50，574，400円 ワイド： 48，851，900円
3連複： 117，449，600円 3連単： 196，819，900円 計： 645，238，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連（6－8） 210円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 140円 �� 380円 �� 390円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 1，810円

票 数

単勝票数 計 399489 的中 � 143475（1番人気）
複勝票数 計 844897 的中 � 196337（2番人気）� 416478（1番人気）� 47860（4番人気）
枠連票数 計 233284 的中 （6－8） 85941（1番人気）
馬連票数 計 837759 的中 �� 291393（1番人気）
馬単票数 計 505744 的中 �� 86678（2番人気）
ワイド票数 計 488519 的中 �� 116161（1番人気）�� 27092（4番人気）�� 25801（5番人気）
3連複票数 計1174496 的中 ��� 130181（2番人気）
3連単票数 計1968199 的中 ��� 78679（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．0―12．1―12．4―12．5―12．0―12．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．2―48．3―1：00．7―1：13．2―1：25．2―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノルーラー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2017．1．8 中山2着

2014．2．12生 牡3黒鹿 母 コンテスティッド 母母 Gold Vault 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 ダンエクセル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：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） 2頭 グラスセレーネ号・フィネス号
（非抽選馬） 1頭 カシノレビン号

03042 2月5日 曇 良 （29東京1）第4日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時00分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

611 ワンショットキラー 牡4青鹿56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478＋ 41：47．3 3．7�
59 コスモピクシス 牝4黒鹿54 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 416＋ 21：47．51� 56．3�
23 マルターズゲイル 牡4青鹿56 松岡 正海藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 484± 01：47．71� 11．9�
12 ナイアガラモンロー 牝5鹿 55 内田 博幸塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 	川 啓一 506＋ 21：47．91� 26．1�
35 ダイチラディウス 牡4鹿 56

54 △原田 和真 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 466＋10 〃 アタマ 119．7�
11 アフェクテューズ 牡4青鹿56 田辺 裕信落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B502＋ 6 〃 ハナ 16．7	
816 プレシャスメイト 牝5鹿 55 蛯名 正義飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 464＋ 8 〃 ハナ 13．0

47 ウエスタンエスプリ 牡4鹿 56 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 514± 0 〃 クビ 16．1�
24 ア ウ ェ イ ク 牝4鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：48．0クビ 2．8�
713 マヤノピナクル 牡4鹿 56

54 △木幡 巧也田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 456± 01：48．21� 4．3
714 フォーワンタイキ 牡5栗 57 丸田 恭介川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 B456－ 61：48．52 241．0�
612
 デ ス マ ッ チ 牡4鹿 56

55 ☆長岡 禎仁泉 一郎氏 石栗 龍彦 むかわ ヤマイチ牧場 480＋ 41：48．71� 317．6�
36 カズノネネヒメ 牝5鹿 55 丸山 元気鈴木 可一氏 小西 一男 浦河 谷川牧場 464＋ 2 〃 クビ 173．9�
815 マイネルリード 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 508± 01：48．8� 67．2�
510 クインズラピス 牡5黒鹿 57

55 △木幡 初也 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 B464± 0 〃 ハナ 34．5�
48 
 アロースコルトン 牡4鹿 56

53 ▲野中悠太郎吉田 好雄氏 蛯名 利弘 新冠 山岡牧場 472＋ 81：49．33 237．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，488，900円 複勝： 59，811，300円 枠連： 26，207，200円
馬連： 95，196，900円 馬単： 44，749，100円 ワイド： 60，292，200円
3連複： 131，498，800円 3連単： 167，224，200円 計： 627，468，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 990円 � 340円 枠 連（5－6） 4，370円

馬 連 �� 12，080円 馬 単 �� 16，730円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 820円 �� 6，010円

3 連 複 ��� 31，510円 3 連 単 ��� 167，220円

票 数

単勝票数 計 424889 的中 � 90891（2番人気）
複勝票数 計 598113 的中 � 115645（2番人気）� 12395（10番人気）� 43120（5番人気）
枠連票数 計 262072 的中 （5－6） 4645（16番人気）
馬連票数 計 951969 的中 �� 6104（33番人気）
馬単票数 計 447491 的中 �� 2006（48番人気）
ワイド票数 計 602922 的中 �� 4803（34番人気）�� 19787（5番人気）�� 2507（47番人気）
3連複票数 計1314988 的中 ��� 3129（86番人気）
3連単票数 計1672242 的中 ��� 725（435番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．8―12．3―12．1―12．1―11．4―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．1―48．4―1：00．5―1：12．6―1：24．0―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワンショットキラー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2016．4．10 福島6着

2013．5．5生 牡4青鹿 母 アイアムラヴィング 母母 プラウドウイングス 10戦2勝 賞金 19，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 グランプリアクセル号



03043 2月5日 曇 良 （29東京1）第4日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時30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

47 � ロードセレリティ 牡4鹿 57 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか 前川 正美 480－101：21．5 44．0�
611 ショウナンタイザン 牡4黒鹿57 M．デムーロ国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 496－ 8 〃 クビ 8．9�
35 リ ン ク ス 牡4鹿 57 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482± 01：21．6クビ 5．8�
714 マ リ オ ー ロ 牡5鹿 57 戸崎 圭太菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 506＋121：21．81	 5．9�
24 インストアイベント 牡7栗 57

54 ▲菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B486＋ 2 〃 ハナ 158．9	
36 ジャストフォーユー 牡5鹿 57

55 △原田 和真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 21：21．9
 29．1


12 ウェーブヒーロー 牡4鹿 57 田辺 裕信万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 496－ 4 〃 アタマ 7．1�
713 アポロノシンザン 牡5鹿 57 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 496＋10 〃 ハナ 7．9�
59 タケデンタイガー 牡5栗 57 横山 典弘武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 482－ 6 〃 ハナ 117．7
48 マダムジルウェット 牝6鹿 55 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 日高 川端 正博 494＋ 21：22．11� 77．6�
816 ナンヨーアミーコ 牡4栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430± 01：22．2クビ 2．7�
510 コ ウ セ ン 牡7鹿 57 北村 宏司西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 506＋101：22．3
 74．5�
23 ヒ ル ダ 牝4栗 55 石橋 脩吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 484＋101：22．4� 37．4�
815 コスモフレンチ 牡4栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 高橋 義浩 522－ 21：22．5� 31．9�
612 カンタベリーマイン 牡4鹿 57 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 470＋ 81：23．03 297．4�
11 � キングクリチャン 牡8栗 57

55 △木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B502＋ 21：23．21	 324．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，939，800円 複勝： 83，458，000円 枠連： 32，670，900円
馬連： 124，928，600円 馬単： 56，315，300円 ワイド： 74，499，200円
3連複： 160，078，300円 3連単： 206，787，800円 計： 791，677，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，400円 複 勝 � 1，470円 � 430円 � 260円 枠 連（4－6） 15，580円

馬 連 �� 24，780円 馬 単 �� 61，650円

ワ イ ド �� 7，140円 �� 5，270円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 43，340円 3 連 単 ��� 373，860円

票 数

単勝票数 計 529398 的中 � 9619（10番人気）
複勝票数 計 834580 的中 � 12886（10番人気）� 51365（6番人気）� 95116（3番人気）
枠連票数 計 326709 的中 （4－6） 1625（29番人気）
馬連票数 計1249286 的中 �� 3906（51番人気）
馬単票数 計 563153 的中 �� 685（106番人気）
ワイド票数 計 744992 的中 �� 2634（53番人気）�� 3578（42番人気）�� 18474（13番人気）
3連複票数 計1600783 的中 ��� 2770（112番人気）
3連単票数 計2067878 的中 ��� 401（787番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．5―11．6―10．9―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．2―35．7―47．3―58．2―1：09．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．2
3 6，5（3，13）7（2，10）4（11，8，15）（9，16）（12，14）1 4 6－5（3，13）7，2（4，10）（11，8，15）（9，16）（12，14，1）

勝馬の
紹 介

�ロードセレリティ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2013．4．7生 牡4鹿 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター 7戦1勝 賞金 16，420，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ヒルダ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ヒルダ号は，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 ミッキーグッドネス号

03044 2月5日 曇 良 （29東京1）第4日 第8競走 ��
��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

815 メリートーン 牝4鹿 55 柴山 雄一水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 442－ 21：25．6 3．9�
510 ハ シ カ ミ 牡4青鹿 57

55 △伴 啓太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 464－ 41：25．7� 21．2�
816 シ ベ リ ウ ス 牡4栗 57 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458－ 21：26．23 50．0�
612	
 エーシンザピーク 牡7栗 57

54 ▲野中悠太郎本田 恒雄氏 南田美知雄 米
Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

B486－ 21：26．51� 34．6�
611	
 オーバーウェルム 牡5黒鹿57 横山 和生�Basic 池上 昌和 加 Ballycroy

Training Centre B456－ 6 〃 アタマ 43．8�
36 オープンザウェイ 牡5栗 57 大野 拓弥�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 468± 01：26．71� 13．6	
48 ダ イ フ ク 牡4黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 476＋ 21：26．8� 84．9

713 フ ラ マ ブ ル 牝4栗 55 津村 明秀 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 436－ 21：26．9� 6．5�
35 セイウンオセアン 牡5鹿 57 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 464＋ 61：27．11 15．6�
59 
 キキズブルーム 牝4鹿 55 武士沢友治加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 456－ 11：27．2� 109．5
24 スズカハイルーラー 牡4栗 57

55 △木幡 初也永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450－ 81：27．3� 39．4�
23 ボ ル ゲ ー ゼ �5黒鹿57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：27．62 2．4�
47 
 ローレルウラノス 牡5栗 57

55 △井上 敏樹 �ローレルレーシング 本間 忍 浦河 太陽牧場 526＋ 41：27．7� 183．2�
12 ヴェイルドスケール 牡5鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B524＋ 41：28．65 16．9�
714	
 ツインプラネット �7鹿 57

56 ☆長岡 禎仁窪田 康志氏 中川 公成 米
Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

504－ 81：29．02� 14．2�
11 ゴールドエッグ 牡5鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 492－ 61：29．53 180．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，817，400円 複勝： 62，116，100円 枠連： 32，073，500円
馬連： 112，955，500円 馬単： 49，943，500円 ワイド： 68，397，700円
3連複： 148，265，000円 3連単： 185，872，000円 計： 704，440，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 200円 � 520円 � 1，040円 枠 連（5－8） 3，510円

馬 連 �� 4，170円 馬 単 �� 6，680円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 2，660円 �� 12，840円

3 連 複 ��� 51，740円 3 連 単 ��� 195，010円

票 数

単勝票数 計 448174 的中 � 90986（2番人気）
複勝票数 計 621161 的中 � 103065（2番人気）� 28660（7番人気）� 13141（12番人気）
枠連票数 計 320735 的中 （5－8） 7073（15番人気）
馬連票数 計1129555 的中 �� 20953（15番人気）
馬単票数 計 499435 的中 �� 5603（25番人気）
ワイド票数 計 683977 的中 �� 11111（18番人気）�� 6649（30番人気）�� 1345（78番人気）
3連複票数 計1482650 的中 ��� 2149（139番人気）
3連単票数 計1858720 的中 ��� 691（556番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―35．6―47．9―1：00．4―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．7
3 14（1，2）（7，13）（3，5）（4，16）（8，9，12，10）（6，11）－15 4 14（1，2）（3，7）5，13（8，4，16）（9，12）（6，10）11，15

勝馬の
紹 介

メリートーン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．2．28 中山2着

2013．5．3生 牝4鹿 母 モ ン ク ー ル 母母 プレシャスキール 8戦2勝 賞金 19，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 メリートーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ダイフク号の騎手菊沢一樹は，3コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金10，000円。（被

害馬：6番・9番）
ダイフク号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

30，000円。（被害馬：14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。
（非抽選馬） 2頭 アロヒ号・ロッジポールパイン号



03045 2月5日 曇 良 （29東京1）第4日 第9競走 ��
��2，400�

そうしゅん

早春ステークス
発走14時35分（番組第10競走を順序変更） （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

55 ハッピーモーメント 牡7鹿 57 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 494± 02：31．1 7．8�
44 ラヴィエベール 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：31．31� 1．4�
33 バ イ ガ エ シ 牡5黒鹿57 藤岡 佑介菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 512－ 42：31．4	 5．4�
66 ペンタトニック 牡6栗 57 北村 宏司吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B502－ 2 〃 クビ 5．3�
11 マシェリガール 牝4黒鹿54 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B492± 02：31．72 41．8	
22 マ ユ キ 牝6栗 55 木幡 巧也稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 482－ 42：32．33	 62．9


（6頭）

売 得 金
単勝： 60，447，400円 複勝： 129，746，800円 枠連： 発売なし
馬連： 74，851，500円 馬単： 71，104，600円 ワイド： 35，722，500円
3連複： 85，421，100円 3連単： 385，053，200円 計： 842，347，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 190円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 160円 �� 250円 �� 130円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 3，990円

票 数

単勝票数 計 604474 的中 � 61733（4番人気）
複勝票数 計1297468 的中 � 79705（4番人気）� 984677（1番人気）
馬連票数 計 748515 的中 �� 144005（3番人気）
馬単票数 計 711046 的中 �� 35586（6番人気）
ワイド票数 計 357225 的中 �� 58156（3番人気）�� 27217（6番人気）�� 81613（2番人気）
3連複票数 計 854211 的中 ��� 180782（3番人気）
3連単票数 計3850532 的中 ��� 69920（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．2―38．2―51．6―1：05．1―1：18．7―1：32．3―1：45．3―1：57．7―2：09．0―2：19．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F33．4
1
3
1，2＝5－3，4－6・（1，2）5－3，4，6

2
4
1，2－5，3，4，6
1，2，5－3－（6，4）

勝馬の
紹 介

ハッピーモーメント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．18 京都1着

2010．4．22生 牡7鹿 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル 27戦5勝 賞金 93，421，000円
〔制裁〕 ペンタトニック号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出走取消馬 カルシャン号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

03046 2月5日 曇 良 （29東京1）第4日 第10競走 ��1，400�
は る な

春 菜 賞
発走15時10分（番組第9競走を順序変更） （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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

12 � ライズスクリュー 牝3栗 54 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ
スティファーム 448－ 61：22．1 230．3�

815 ヒ ス ト リ ア 牝3鹿 54 武 豊山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 440－ 21：22．31� 5．1�
714 ダノンディーヴァ 牝3黒鹿54 北村 宏司�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 456－ 4 〃 ハナ 4．6�
713 ツ ヅ ク 牝3鹿 54 江田 照男清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 446－ 61：22．4� 40．7�
59 ラッシュハート 牝3鹿 54 柴山 雄一小林 哲之氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 416－ 4 〃 クビ 17．6	
47 ドゥモワゼル 牝3鹿 54 田辺 裕信小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 446＋ 2 〃 アタマ 12．9

24 レジーナフォルテ 牝3黒鹿54 大野 拓弥永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 482－ 2 〃 ハナ 23．4�
510 ネオフレグランス 牝3青鹿54 津村 明秀 �キャロットファーム 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 61：22．61� 7．0
816 レイズアベール 牝3鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 440－14 〃 クビ 3．9�
48 アピールバイオ 牝3鹿 54 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 456＋ 21：22．7クビ 7．7�
36 ゴールドアピール 牝3鹿 54 吉田 豊居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 452－ 41：22．8� 27．2�
611 スノーイルナ 牝3鹿 54 石川裕紀人 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋14 〃 クビ 31．1�
35 ヴァルツァー 牝3栗 54 長岡 禎仁中村 祐子氏 小島 茂之 様似 様似堀牧場 404＋ 2 〃 アタマ 76．5�
612� ブラックプール 牝3黒鹿54 武士沢友治村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 476－ 2 〃 ハナ 172．9�
23 ロ ジ セ ン ス 牝3鹿 54 藤岡 佑介久米田正明氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 514－141：23．43� 83．9�
11 チシャーキャット 牝3鹿 54 丸山 元気加藤 徹氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 424± 01：23．61� 93．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，072，000円 複勝： 94，695，400円 枠連： 59，315，800円
馬連： 216，377，000円 馬単： 92，056，500円 ワイド： 104，262，300円
3連複： 301，084，700円 3連単： 418，496，400円 計： 1，356，360，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 23，030円 複 勝 � 3，770円 � 200円 � 200円 枠 連（1－8） 5，870円

馬 連 �� 86，930円 馬 単 �� 211，130円

ワ イ ド �� 19，690円 �� 16，020円 �� 600円

3 連 複 ��� 99，960円 3 連 単 ��� 1，354，500円

票 数

単勝票数 計 700720 的中 � 2434（16番人気）
複勝票数 計 946954 的中 � 4752（16番人気）� 146183（2番人気）� 137517（3番人気）
枠連票数 計 593158 的中 （1－8） 7828（19番人気）
馬連票数 計2163770 的中 �� 1929（94番人気）
馬単票数 計 920565 的中 �� 327（196番人気）
ワイド票数 計1042623 的中 �� 1305（100番人気）�� 1606（90番人気）�� 48492（2番人気）
3連複票数 計3010847 的中 ��� 2259（209番人気）
3連単票数 計4184964 的中 ��� 224（1769番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．7―47．4―58．6―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ライズスクリュー �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 フレンチデピュティ

2014．4．21生 牝3栗 母 トーセンスクリュー 母母 タイムレスツイスト 5戦1勝 賞金 10，378，000円
地方デビュー 2016．7．18 浦和

※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） 4頭 アルミューテン号・ハウメア号・パフォーム号・ビルズトレジャー号

１レース目 ３レース目



03047 2月5日 小雨 良 （29東京1）第4日 第11競走 ��
��1，600�第67回東 京 新 聞 杯（ＧⅢ）

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

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 4，900，000
4，900，000

円
円

付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード
中央レコード

1：31．3
1：30．7

良
良

22 ブラックスピネル 牡4黒鹿56 M．デムーロ �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506－ 61：34．9 6．4�
55 プロディガルサン 牡4鹿 56 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 512＋22 〃 クビ 11．4�
77 エアスピネル 牡4栗 57 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 484＋ 41：35．0	 1．8�
33 マイネルアウラート 牡6黒鹿57 柴田 大知 �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± 01：35．31
 10．4�
44 ストーミーシー 牡4栗 56 江田 照男�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 524－ 6 〃 同着 183．1	
810 ヤングマンパワー 牡5黒鹿57 戸崎 圭太星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 518＋ 6 〃 ハナ 4．8

11 ダイワリベラル 牡6黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B534＋ 21：35．61
 89．5�
66 ブラックムーン 牡5鹿 56 内田 博幸 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 498－ 61：35．81� 12．5�
89 ロイカバード 牡4黒鹿56 横山 典弘寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 アタマ 14．1
78 タガノブルグ 牡6鹿 56 吉田 隼人八木 秀之氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458＋ 41：36．22	 147．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 273，939，000円 複勝： 313，909，200円 枠連： 98，555，400円 馬連： 741，382，800円 馬単： 430，984，600円
ワイド： 319，475，500円 3連複： 984，241，500円 3連単： 2，502，487，300円 5重勝： 740，227，000円 計： 6，405，202，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 160円 � 240円 � 110円 枠 連（2－5） 2，890円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 870円 �� 230円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 15，460円

5 重 勝
対象競走：東京9R／京都10R／東京10R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 74，022，700円

票 数

単勝票数 計2739390 的中 � 338469（3番人気）
複勝票数 計3139092 的中 � 346109（3番人気）� 185147（6番人気）� 1445653（1番人気）
枠連票数 計 985554 的中 （2－5） 26361（11番人気）
馬連票数 計7413828 的中 �� 182371（13番人気）
馬単票数 計4309846 的中 �� 62266（20番人気）
ワイド票数 計3194755 的中 �� 80540（13番人気）�� 407448（2番人気）�� 205051（5番人気）
3連複票数 計9842415 的中 ��� 457923（7番人気）
3連単票数 計25024873 的中 ��� 117323（59番人気）
5重勝票数 計7402270 的中 ����� 7

ハロンタイム 12．8―12．0―12．4―12．6―12．4―10．9―10．8―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．8―37．2―49．8―1：02．2―1：13．1―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F32．7
3 ・（2，3）10，1，7，5，8，4，6，9 4 2，3，10，1，7（5，8）（4，6）－9

勝馬の
紹 介

ブラックスピネル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．7．19 中京1着

2013．2．14生 牡4黒鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 14戦4勝 賞金 146，169，000円

03048 2月5日 曇 良 （29東京1）第4日 第12競走 ��
��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

12 リュクサンブール �6鹿 57 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474＋ 81：18．5 47．8�
816 リターンラルク 牡6鹿 57 北村 宏司山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B480＋ 8 〃 アタマ 8．4�
59 マイネルエスパス 牡5青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 512＋ 2 〃 アタマ 3．7�
23 タガノヴィッター 牡4鹿 57 	島 良太八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516＋ 41：18．6クビ 8．1�
612 トーセンミッション 牡5栗 57 武士沢友治島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B514＋ 41：19．02
 30．5	
36 � ウォリアーズソウル �5鹿 57 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana
Farms, LLC B518＋ 61：19．1
 16．7


24 � トキノセレブ 牝6鹿 55 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 496＋ 6 〃 アタマ 23．0�
510 メイショウカイモン �6鹿 57 西田雄一郎松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 492＋161：19．2クビ 168．6�
48 � ブルーミーフラワー 牡6鹿 57

55 △原田 和真 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &
Brandywine Farm 490± 01：19．3
 104．7

713 テ ン キ セ キ 牝4鹿 55
53 △木幡 巧也天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B480－ 21：19．72
 8．0�

714 レンイングランド 牡5芦 57 内田 博幸田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 532＋ 8 〃 アタマ 7．4�
47 ハリケーンリリー �6鹿 57 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 514＋18 〃 ハナ 140．8�
815� ヨ ン カ ー 牡4芦 57 戸崎 圭太吉田 和美氏 和田正一郎 米

Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

554－ 61：19．8 3．8�
611� アキノアッパー 牡7栗 57 嘉藤 貴行穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 488＋ 61：19．9クビ 190．1�
11 シゲルヒラマサ 牡4芦 57 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 466＋ 41：20．0
 38．5�
35 ディアゴッホ �6栗 57 田辺 裕信ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 市正牧場 516－ 21：20．53 66．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 105，596，400円 複勝： 132，240，200円 枠連： 79，369，700円
馬連： 281，974，100円 馬単： 117，640，200円 ワイド： 155，541，700円
3連複： 387，990，200円 3連単： 558，723，300円 計： 1，819，075，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，780円 複 勝 � 800円 � 260円 � 160円 枠 連（1－8） 2，460円

馬 連 �� 18，600円 馬 単 �� 44，670円

ワ イ ド �� 5，210円 �� 2，390円 �� 830円

3 連 複 ��� 23，490円 3 連 単 ��� 286，270円

票 数

単勝票数 計1055964 的中 � 17649（11番人気）
複勝票数 計1322402 的中 � 32840（11番人気）� 127471（5番人気）� 268718（1番人気）
枠連票数 計 793697 的中 （1－8） 24952（9番人気）
馬連票数 計2819741 的中 �� 11746（43番人気）
馬単票数 計1176402 的中 �� 1975（101番人気）
ワイド票数 計1555417 的中 �� 7442（47番人気）�� 16506（26番人気）�� 50646（8番人気）
3連複票数 計3879902 的中 ��� 12387（77番人気）
3連単票数 計5587233 的中 ��� 1415（706番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．1―29．5―41．1―53．0―1：05．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リュクサンブール �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Fasliyev デビュー 2013．12．21 中山3着

2011．4．18生 �6鹿 母 リ ュ ク ス 母母 スターベゴニア 24戦3勝 賞金 44，800，000円
〔その他〕 ヨンカー号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 ストロボフラッシュ号・ヒカルランナー号

５レース目



（29東京1）第4日 2月5日（日曜日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

246，220，000円
4，750，000円
16，280，000円
1，310，000円
26，740，000円
69，818，000円
4，616，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
829，909，300円
1，169，210，900円
435，922，400円
2，045，518，300円
1，070，336，700円
1，064，097，600円
2，742，556，400円
5，157，867，500円
740，227，000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 15，255，646，100円

総入場人員 28，688名 （有料入場人員 27，530名）
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