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03073 2月18日 晴 良 （29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

35 コロニアルスタイル 牝3栗 54 津村 明秀吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 452－ 21：20．3 2．4�
816 ペイシャオブワキア 牝3鹿 54 田辺 裕信北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 442－ 6 〃 アタマ 3．6�
815 ニシノキスミー 牝3鹿 54 吉田 豊西山 茂行氏 竹内 正洋 浦河 高昭牧場 452＋ 21：20．93� 23．9�
11 ネコドリーム 牝3黒鹿54 武士沢友治桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 478＋ 41：21．0クビ 35．3�
24 メ ー テ ィ ス 牝3鹿 54 蛯名 正義ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 436± 01：21．21� 19．5�
612 ロマンスマジック 牝3栗 54 嘉藤 貴行	ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 442＋ 21：21．41� 5．4

12 ロックンルージュ 牝3鹿 54 柴山 雄一堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 500± 01：21．61� 18．9�
510 スカーレットジェム 牝3栗 54 柴田 大知 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 432± 01：21．7� 107．5�
611 ドナペリドット 牝3青鹿54 戸崎 圭太田 秀郎氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 458＋ 4 〃 クビ 25．1�
36 エリーダイナマイト 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎谷川 正純氏 大江原 哲 新冠 川越 省蔵 468± 01：22．33� 101．1�
48 ディアシトリン 牝3栗 54 内田 博幸ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 荒木 貴宏 428± 0 〃 クビ 44．2�
47 ビバジャンティ 牝3芦 54 柴田 善臣田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 484－ 21：22．51 46．5�
23 リネンスカッシュ 牝3栗 54 川田 将雅戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 沖田 博志 474－ 81：22．92� 10．1�
59 プルメリアワン 牝3鹿 54 勝浦 正樹助川 啓一氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 452－ 81：23．43 183．1�
714 ピースワンオーレ 牝3栗 54

52 △井上 敏樹長谷川成利氏 大竹 正博 浦河 栄進牧場 408 ―1：24．46 179．5�
（15頭）

713 シーソルティキッス 牝3鹿 54 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，122，900円 複勝： 40，495，500円 枠連： 18，513，700円
馬連： 59，003，800円 馬単： 29，958，600円 ワイド： 38，657，000円
3連複： 87，328，300円 3連単： 99，788，700円 計： 399，868，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 360円 枠 連（3－8） 420円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 240円 �� 830円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 7，840円

票 数

単勝票数 差引計 261229（返還計 1695） 的中 � 84068（1番人気）
複勝票数 差引計 404955（返還計 2097） 的中 � 110121（1番人気）� 84845（2番人気）� 18208（6番人気）
枠連票数 差引計 185137（返還計 4 ） 的中 （3－8） 33756（1番人気）
馬連票数 差引計 590038（返還計 5734） 的中 �� 100719（1番人気）
馬単票数 差引計 299586（返還計 3516） 的中 �� 29183（1番人気）
ワイド票数 差引計 386570（返還計 3735） 的中 �� 49789（1番人気）�� 10724（9番人気）�� 9812（11番人気）
3連複票数 差引計 873283（返還計 15512） 的中 ��� 25439（6番人気）
3連単票数 差引計 997887（返還計 21077） 的中 ��� 9224（12番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．1―12．8―12．4―12．2―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．4―30．5―43．3―55．7―1：07．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コロニアルスタイル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 El Corredor デビュー 2017．1．29 東京2着

2014．5．20生 牝3栗 母 アーリーアメリカン 母母 アメリカンマンボ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔出走取消〕 シーソルティキッス号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピースワンオーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月18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。
（非抽選馬） 3頭 クリノレオノール号・ジュピターステラ号・トップシークレット号

03074 2月18日 晴 良 （29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

12 サーヒューストン 牡3栗 56 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470 ―1：27．9 3．8�
816 ロードスヴァローグ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 松下 武士 新冠 パカパカ

ファーム 474 ―1：28．0� 2．0�
510 ワ ッ ハ ッ ハ 牡3黒鹿56 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 478 ―1：28．53 11．7�
47 ヒロイックアゲン 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 470 ―1：29．24 22．9�
612 ル ー フ ァ ス 牡3栗 56 津村 明秀�G1レーシング 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496 ―1：29．62� 17．8�
714 チョコタベチャウゾ 牝3栗 54 田辺 裕信熊澤 浩樹氏 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 456 ― 〃 アタマ 7．1	
24 リマインドミー 牝3黒鹿54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 若林牧場 498 ―1：29．81� 43．9

48 ショーショーサ 牡3青鹿56 杉原 誠人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B498 ―1：29．9� 37．2�
59 タ ネ ノ オ ー 牡3青鹿56 伊藤 工真種村 良平氏 久保田貴士 洞	湖 レイクヴィラファーム 496 ―1：30．0クビ 117．2�
815 フェイマスラブ 牝3鹿 54 酒井 学堀江 貞幸氏 松山 将樹 新冠 若林牧場 468 ― 〃 ハナ 221．2
35 レオエタニティー 牝3芦 54 菅原 隆一�レオ 奥平 雅士 日高 川端 正博 482 ― 〃 クビ 46．8�
36 カジノシップ 牡3鹿 56 柴田 善臣窪田 康志氏 奥村 武 新冠 小泉 学 526 ―1：30．1クビ 27．4�
11 スエヒロワンダー 牡3栗 56 内田 博幸西村 專次氏 武市 康男 新冠 八木 明広 442 ―1：30．52� 29．5�
713 イデソヨヒトヲ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 日高 高山牧場 428 ― 〃 アタマ 147．8�
611 ドラゴンボート 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 道見牧場 510 ―1：31．67 82．6�
23 ディアコンブリオ 牡3栗 56 平野 優ディアレストクラブ� 二ノ宮敬宇 浦河 松栄牧場 516 ―1：32．02� 236．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，908，400円 複勝： 35，696，700円 枠連： 14，563，100円
馬連： 46，297，300円 馬単： 27，712，200円 ワイド： 29，952，500円
3連複： 61，272，400円 3連単： 84，400，200円 計： 325，802，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 110円 � 200円 枠 連（1－8） 390円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 190円 �� 560円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計 259084 的中 � 53152（2番人気）
複勝票数 計 356967 的中 � 55522（2番人気）� 152179（1番人気）� 26640（4番人気）
枠連票数 計 145631 的中 （1－8） 28453（1番人気）
馬連票数 計 462973 的中 �� 90125（1番人気）
馬単票数 計 277122 的中 �� 22189（3番人気）
ワイド票数 計 299525 的中 �� 46514（1番人気）�� 11679（6番人気）�� 21385（3番人気）
3連複票数 計 612724 的中 ��� 44351（2番人気）
3連単票数 計 844002 的中 ��� 13010（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．5―37．1―50．6―1：03．6―1：15．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サーヒューストン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Richly Blended 初出走

2014．2．7生 牡3栗 母 ウルトラブレンド 母母 Ankha 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19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）19頭 アキノリーツリー号・アラマキ号・アーバンイェーガー号・ウェントワース号・カネトシラトゥ号・カラーラ号・

コウセイキャサリン号・サウスカップ号・シャンハイダディ号・セイカポコアポコ号・ゼットステイジ号・
トウケイシデン号・トリックコンボ号・パワーフレーズ号・ブライトインベガス号・モズシャティン号・
ヤマニンミモレット号・ラリュール号・レディビギン号

第１回 東京競馬 第７日



03075 2月18日 曇 良 （29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

714 サンチェサピーク 牡3黒鹿56 四位 洋文 �加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 520－ 21：38．7 3．2�
47 ゲンパチマサムネ 牡3鹿 56 柴山 雄一平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 502± 01：39．12� 12．1�
36 チェリートリトン 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 486－ 41：39．2クビ 4．4�
48 ホッコーライデン 牡3黒鹿56 北村 宏司北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 510± 0 〃 ハナ 5．1�
611 セガールモチンモク �3栗 56 江田 照男小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 474＋ 41：39．3� 85．0�
11 リヴァイアサン 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人星野 祐介氏 相沢 郁 青森 ユーコー牧場 500＋101：39．93� 28．2	
612 リパーカッション 牡3鹿 56 内田 博幸石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 516－ 21：40．21� 6．2

713 ダノンイーグル 牡3栗 56 S．フォーリー �ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 488－ 8 〃 クビ 68．1�

（愛）

815 レコンキスタ 牡3栗 56 田辺 裕信村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 504＋121：40．41� 12．7�
816 ペイシャリサ 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 480＋ 61：40．5クビ 197．6
23 カヴァレリア 牡3鹿 56 田中 勝春 �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 512－ 2 〃 ハナ 15．4�
510 リ ウ ォ ー ド 牡3鹿 56 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 468－10 〃 ハナ 104．9�
24 データヴァリュー 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 468± 01：40．6� 27．7�
12 クリノヴィクトリア 牝3栗 54 村田 一誠栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 440－ 21：40．81 112．9�
59 レ オ ネ ル 牡3黒鹿56 勝浦 正樹�ラ・メール 田村 康仁 浦河 中脇 満 482－ 4 〃 ハナ 122．2�
35 キ ッ ド 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子髙橋 長治氏 根本 康広 新ひだか 山野牧場 448－ 41：41．86 177．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，985，400円 複勝： 49，875，000円 枠連： 19，102，400円
馬連： 67，873，300円 馬単： 32，412，500円 ワイド： 43，262，800円
3連複： 93，708，600円 3連単： 108，187，100円 計： 445，407，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 230円 � 150円 枠 連（4－7） 600円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 630円 �� 250円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 計 309854 的中 � 76456（1番人気）
複勝票数 計 498750 的中 � 117796（1番人気）� 41728（5番人気）� 92550（2番人気）
枠連票数 計 191024 的中 （4－7） 24351（1番人気）
馬連票数 計 678733 的中 �� 33042（6番人気）
馬単票数 計 324125 的中 �� 9393（7番人気）
ワイド票数 計 432628 的中 �� 15793（7番人気）�� 49575（1番人気）�� 24494（4番人気）
3連複票数 計 937086 的中 ��� 55636（2番人気）
3連単票数 計1081871 的中 ��� 10716（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．4―48．4―1：01．8―1：14．1―1：26．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F36．9
3 1（13，14）（4，12）6（11，15）7（3，8）9，2，10－5，16 4 1（13，14）（4，12）6（11，15）（7，8）10（3，9）2，16－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンチェサピーク �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．1．28 東京2着

2014．2．26生 牡3黒鹿 母 マスターギラティナ 母母 イシノスター 2戦1勝 賞金 7，400，000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 ソードヴァルキリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03076 2月18日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29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

45 アズマタックン 牡4青鹿59 北沢 伸也東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 494－ 23：23．4 4．6�
711 ジ ェ ラ ル ド �8栗 60 平沢 健治 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 484－ 6 〃 クビ 12．7�
46 トーアディラン �4栗 59 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 484＋ 43：24．46 53．0�
57 エリーフェアリー 牝6鹿 58 浜野谷憲尚谷川 正純氏 谷原 義明 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 490＋ 23：24．71� 14．0�
22 シゲルシマダイ 牡4鹿 59 植野 貴也森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 518－ 6 〃 アタマ 8．4	
58 プ レ ス リ ー 牡6黒鹿60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 山口 義彦 516－ 63：24．91� 55．7

69 シャンパーニュ 牡6芦 60 森 一馬 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 480－ 83：25．0	 4．6�
712 スリージェット 牡4栗 59 草野 太郎永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 482＋ 43：25．74 74．1�
34 スマートオリオン 牡7栗 60 上野 翔大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 526＋ 63：26．01	 2．6
813
 ユアーザワン 牡5青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 506＋143：26．74 25．0�
814
 ソウダイショウ 牡4鹿 59 山本 康志廣松 金次氏 星野 忍 新ひだか 鹿嶋牧場 464＋ 83：26．91� 46．9�
11 ストロングバルドル 牡6鹿 60 小野寺祐太村木 篤氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 488± 03：27．22 205．6�
610 ヘルツフロイント 牡6黒鹿60 石神 深一 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 474－183：30．0大差 17．0�
33 クラウンデュナミス 牝6黒鹿58 江田 勇亮矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 468＋103：33．6大差 228．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，674，400円 複勝： 27，155，200円 枠連： 14，653，900円
馬連： 46，222，300円 馬単： 25，711，100円 ワイド： 27，015，300円
3連複： 63，987，600円 3連単： 87，594，800円 計： 314，014，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 210円 � 390円 � 1，240円 枠 連（4－7） 2，780円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 3，220円 �� 7，140円

3 連 複 ��� 47，510円 3 連 単 ��� 207，530円

票 数

単勝票数 計 216744 的中 � 37638（2番人気）
複勝票数 計 271552 的中 � 40515（3番人気）� 17872（6番人気）� 4790（11番人気）
枠連票数 計 146539 的中 （4－7） 4076（14番人気）
馬連票数 計 462223 的中 �� 10803（14番人気）
馬単票数 計 257111 的中 �� 3484（21番人気）
ワイド票数 計 270153 的中 �� 7071（11番人気）�� 2137（29番人気）�� 951（50番人気）
3連複票数 計 639876 的中 ��� 1010（101番人気）
3連単票数 計 875948 的中 ��� 306（459番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 51．0－3F 37．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アズマタックン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．11．28 京都7着

2013．1．17生 牡4青鹿 母 ネイチャーガイド 母母 ホワイトウォーターレディ 障害：6戦1勝 賞金 12，430，000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 モーゼス号



03077 2月18日 曇 良 （29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

612 ドリームマジック 牝3鹿 54 田辺 裕信堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 458－ 21：49．3 7．6�
35 ウィードスピリット 牡3栗 56 蛯名 正義落合 幸弘氏 武藤 善則 新ひだか チャンピオンズファーム 468－ 61：49．51� 10．4�
714 ローリングタワー 牡3黒鹿56 柴田 善臣本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 442＋ 4 〃 クビ 19．8�
24 パルフェクォーツ 牡3栗 56 R．ムーア �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 532± 01：49．92 1．3�

（英）

59 キューンハイト 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 2 〃 ハナ 31．2	

816 マーベラスワン 牡3鹿 56 北村 宏司山本又一郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 538＋ 21：50．11� 29．5

48 サ ッ チ ン 牝3鹿 54 内田 博幸由井健太郎氏 古賀 慎明 新ひだか 上村 清志 444＋18 〃 アタマ 65．5�
36 ミッキークルソラ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 460－ 21：50．2� 72．6�
47 カラーアゲン 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B470－ 81：50．3クビ 152．2
611 リレントレス 牡3黒鹿56 平野 優窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 496＋ 8 〃 アタマ 212．7�
12 サクラセンティーレ 牝3黒鹿54 S．フォーリー �さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 464＋ 2 〃 ハナ 58．2�

（愛）

23 ザストリート 牡3鹿 56 戸崎 圭太中村 智幸氏 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438－ 2 〃 クビ 37．3�

11 ベストダンス 牡3黒鹿56 四位 洋文平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 488± 01：50．4	 115．2�
510 カ ト リ ー ヌ 牝3鹿 54

52 △木幡 巧也荒牧 政美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 ハナ 171．2�
815 スマイルメロディー 牝3栗 54 柴山 雄一堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 428－ 2 〃 ハナ 282．9�
713 ブラックギムレット 牡3黒鹿56 吉田 豊黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 452－ 21：50．5	 14．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，367，600円 複勝： 138，380，100円 枠連： 18，323，800円
馬連： 66，800，200円 馬単： 50，203，700円 ワイド： 42，774，300円
3連複： 89，642，500円 3連単： 156，429，300円 計： 597，921，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 600円 � 700円 � 1，130円 枠 連（3－6） 3，420円

馬 連 �� 4，750円 馬 単 �� 10，460円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，000円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 15，860円 3 連 単 ��� 85，910円

票 数

単勝票数 計 353676 的中 � 36746（2番人気）
複勝票数 計1383801 的中 � 63392（2番人気）� 52877（3番人気）� 31301（5番人気）
枠連票数 計 183238 的中 （3－6） 4148（11番人気）
馬連票数 計 668002 的中 �� 10895（11番人気）
馬単票数 計 502037 的中 �� 3599（20番人気）
ワイド票数 計 427743 的中 �� 11280（9番人気）�� 11186（10番人気）�� 5529（18番人気）
3連複票数 計 896425 的中 ��� 4237（46番人気）
3連単票数 計1564293 的中 ��� 1320（192番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．8―49．5―1：02．2―1：14．8―1：26．3―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ドリームマジック �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．11．6 東京3着

2014．4．26生 牝3鹿 母 スターリットラヴ 母母 マリスターⅡ 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走状況〕 スマイルメロディー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 スマイルメロディー号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グラスセレーネ号・バラダガール号・プロセッコ号
（非抽選馬） 1頭 スペリオルシチー号
※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。

03078 2月18日 曇 良 （29東京1）第7日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13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

510 メイスンスパート 牡4栗 57 柴山 雄一梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム B464± 01：25．8 1．9�
47 ハ シ カ ミ 牡4青鹿57 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 466＋ 21：25．9� 7．0�
611 カ イ マ ノ ア 牡5栗 57

56 ☆石川裕紀人山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 B504＋ 4 〃 ハナ 35．0�
815 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 456－ 21：26．53� 26．4�
714 マサノシーザー 牡4鹿 57 吉田 豊猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 494± 01：26．6� 7．0�
23 プッシュアゲン 牡4栗 57 蛯名 正義浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 500± 01：26．7クビ 26．9�
35 � アポロノホウリン 牡4鹿 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 天羽 禮治 494＋ 81：26．8� 29．8	
713 ポンテファブリチオ 牡4鹿 57 田辺 裕信窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 498± 01：26．9� 7．5

612� オリンピアスカイ 牡4鹿 57 江田 照男伊東 純一氏 中川 公成 日高 宝寄山 忠則 B492－ 81：27．0クビ 175．5�
48 ノースヒーロー 牡5栗 57 武士沢友治 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 漆原 武男 478± 01：27．74 57．5
12 タイキマロン 牝4鹿 55

53 △井上 敏樹�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 462＋12 〃 クビ 48．6�

24 ガーネットバローズ 牝4鹿 55
53 △木幡 巧也猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 村本牧場 464＋161：27．8� 190．7�

59 シ ャ ラ ラ 牝4鹿 55 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 480± 01：27．9クビ 10．5�
816� ダイワナッティー 牝6青 55 柴田 大知大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか 橋本牧場 510＋ 31：28．53� 85．8�
11 ニシノクラッチ 牡5黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎成田 隆好氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 492＋ 6 〃 クビ 52．2�
36 � ペイルブルードット 牝4栗 55 柴田 善臣飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 452＋ 31：28．71	 117．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，434，900円 複勝： 57，649，100円 枠連： 21，828，000円
馬連： 71，838，600円 馬単： 38，619，900円 ワイド： 42，947，800円
3連複： 91，693，200円 3連単： 116，822，000円 計： 474，833，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 510円 枠 連（4－5） 560円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 290円 �� 930円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 5，160円 3 連 単 ��� 13，800円

票 数

単勝票数 計 334349 的中 � 137479（1番人気）
複勝票数 計 576491 的中 � 234634（1番人気）� 61802（3番人気）� 16225（9番人気）
枠連票数 計 218280 的中 （4－5） 30190（2番人気）
馬連票数 計 718386 的中 �� 84906（2番人気）
馬単票数 計 386199 的中 �� 30837（2番人気）
ワイド票数 計 429478 的中 �� 43189（2番人気）�� 11151（10番人気）�� 4385（26番人気）
3連複票数 計 916932 的中 ��� 13317（16番人気）
3連単票数 計1168220 的中 ��� 6135（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．9―48．5―1：00．6―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイスンスパート �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2015．8．8 新潟7着

2013．5．27生 牡4栗 母 モエレカントリー 母母 ダイナシユガー 14戦2勝 賞金 24，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エルブランシュ号・ゴールドエッグ号・ユヅルノオンガエシ号



03079 2月18日 曇 良 （29東京1）第7日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時30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

48 コパノマリーン 牝4鹿 54 吉田 豊小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 440＋ 21：47．9 75．9�
36 ローズクランス 牡4鹿 56 S．フォーリー グリーンフィールズ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 508＋ 81：48．21� 29．3�

（愛）

23 クワトロガッツ 牡6黒鹿57 田中 勝春ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン
ズファーム 458＋ 21：48．3	 8．1�

611 ストーミング 牡6栗 57 津村 明秀栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 494± 01：48．51	 6．6�
11 ニシノカブケ 牡5栗 57 戸崎 圭太西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 502－ 8 〃 ハナ 4．7�
47 ガラドリエル 牝5栗 55 嘉藤 貴行�ダイリン 大和田 成 浦河 谷川牧場 496＋ 4 〃 ハナ 42．9	
24 ヴィガーエッジ 牡4鹿 56 江田 照男島川 
哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 504＋161：48．71
 39．6�
816 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± 0 〃 クビ 5．0
59 アルスフェルト 牝4黒鹿54 北村 宏司�G1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 464－ 2 〃 クビ 5．0�
35 ファイアクリスタル 牝4鹿 54 田辺 裕信田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：48．91
 7．8�
612 ダイチラディウス 牡4鹿 56 酒井 学 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 468＋ 2 〃 クビ 20．6�
12 � ブランダルジャン 牝5芦 55 武士沢友治河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 492＋181：49．0クビ 88．8�
714 ラッシュアタック 牡5鹿 57

56 ☆石川裕紀人 �キャロットファーム 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 502± 01：49．21	 51．0�
510 デ ィ マ ン ズ 5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 486＋ 61：49．51� 50．2�
815 ムーンマジェスティ 牡5栗 57

55 △井上 敏樹伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 438＋ 81：49．6	 26．9�
713 セ ン リ ツ 牝5青鹿 55

53 △木幡 巧也井山 登氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 502＋261：49．7� 108．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，006，500円 複勝： 46，192，900円 枠連： 21，702，600円
馬連： 80，257，600円 馬単： 35，467，000円 ワイド： 47，030，900円
3連複： 100，467，900円 3連単： 114，737，900円 計： 476，863，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，590円 複 勝 � 1，840円 � 740円 � 320円 枠 連（3－4） 7，430円

馬 連 �� 50，650円 馬 単 �� 134，340円

ワ イ ド �� 14，790円 �� 6，410円 �� 3，120円

3 連 複 ��� 189，800円 3 連 単 ��� 1，808，360円

票 数

単勝票数 計 310065 的中 � 3267（14番人気）
複勝票数 計 461929 的中 � 5986（14番人気）� 15903（9番人気）� 43437（5番人気）
枠連票数 計 217026 的中 （3－4） 2261（22番人気）
馬連票数 計 802576 的中 �� 1228（83番人気）
馬単票数 計 354670 的中 �� 198（184番人気）
ワイド票数 計 470309 的中 �� 814（89番人気）�� 1890（61番人気）�� 3936（30番人気）
3連複票数 計1004679 的中 ��� 397（313番人気）
3連単票数 計1147379 的中 ��� 46（2303番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．0―12．6―12．3―11．8―11．4―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―36．7―49．3―1：01．6―1：13．4―1：24．8―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

コパノマリーン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．12．13 中山1着

2013．3．2生 牝4鹿 母 ヴォークリンデ 母母 ホワイトトルネード 8戦2勝 賞金 18，000，000円
〔制裁〕 ローズクランス号の騎手S．フォーリーは，最後の直線コースで蛇行したことについて戒告。（被害馬：9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 オーダードリブン号・キングオブアームズ号
※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18日 曇 良 （29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 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
2：28．6
2：28．6

不良
不良

713 カフェブリッツ 牡4鹿 56 川田 将雅西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 536－102：32．5 4．8�
510 サンホッブズ 牡4鹿 56 蛯名 正義 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 478－ 22：33．13� 15．5�
815 クールエイジア 牡5鹿 57 柴田 善臣�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 474－ 22：33．63 6．4�
12 ピアシングステア 牡5栗 57 柴田 大知水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 500－ 2 〃 クビ 32．8�
47 エクストレミティー 牡6鹿 57 吉田 豊 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 504－ 42：33．81 32．5�
59 ブルーボサノヴァ 牝6栗 55

52 ▲藤田菜七子 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 504＋ 42：34．11� 12．5	
611 トーセンアーネスト 牡5鹿 57 菅原 隆一島川 
哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 546＋12 〃 クビ 30．4�
36 アバオアクー 牡5鹿 57 R．ムーア 外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B512± 0 〃 アタマ 2．4�

（英）

714 エ ル ゼ ロ 牡4鹿 56
54 △木幡 巧也磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 B484－ 6 〃 ハナ 18．3

612 ロックキャンディ 牝5黒鹿55 柴山 雄一�Basic 根本 康広 新冠 佐藤 信広 510± 02：34．31� 18．9�
35 ヴ ィ ッ セ ン 牡6鹿 57 S．フォーリー �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－16 〃 アタマ 19．3�
（愛）

816 アンヴェイルド 牡6鹿 57 四位 洋文窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 498－122：34．83 30．3�
11 キネオフォルツァ 牡6芦 57 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 542＋ 62：35．43� 32．3�
23 	 ペイシャゴンジセ 牡6鹿 57 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 502± 02：35．5クビ 76．1�
24 ヘイローフォンテン 牡7鹿 57 勝浦 正樹吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B540＋ 82：36．03 208．3�
48 セイカアヴァンサ 牡5鹿 57

56 ☆石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 B460± 0 〃 クビ 118．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，890，800円 複勝： 59，216，600円 枠連： 29，201，900円
馬連： 93，618，500円 馬単： 44，875，700円 ワイド： 61，478，200円
3連複： 121，791，300円 3連単： 145，185，200円 計： 595，258，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 390円 � 250円 枠 連（5－7） 1，520円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 6，190円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 890円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 7，650円 3 連 単 ��� 38，940円

票 数

単勝票数 計 398908 的中 � 65161（2番人気）
複勝票数 計 592166 的中 � 86346（2番人気）� 34644（7番人気）� 61325（3番人気）
枠連票数 計 292019 的中 （5－7） 14832（6番人気）
馬連票数 計 936185 的中 �� 17814（11番人気）
馬単票数 計 448757 的中 �� 5437（19番人気）
ワイド票数 計 614782 的中 �� 10332（15番人気）�� 17974（8番人気）�� 15140（9番人気）
3連複票数 計1217913 的中 ��� 11930（21番人気）
3連単票数 計1451852 的中 ��� 2703（108番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―11．8―13．4―13．9―13．8―12．7―12．8―12．9―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．3―36．1―49．5―1：03．4―1：17．2―1：29．9―1：42．7―1：55．6―2：07．9―2：19．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カフェブリッツ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2016．3．19 阪神6着

2013．5．24生 牡4鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten 9戦3勝 賞金 31，048，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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18日 曇 良 （29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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

45 トリコロールブルー 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 42：01．8 2．4�
22 � バ リ ン グ ラ 牡3鹿 56 R．ムーア �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud 522－ 62：01．9� 4．4�
（英）

813 マイネルズイーガー 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 498± 02：02．0	 11．1�

68 ナンヨープルートー 牡3鹿 56 田辺 裕信中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 490± 02：02．1クビ 11．0�
69 ヴェルラヴニール 牡3鹿 56 四位 洋文 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428± 02：02．2	 4．5	
57 シーズララバイ 牝3栗 54 柴田 善臣吉田 千津氏 竹内 正洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426± 0 〃 クビ 24．1

710 ダノンオブザイヤー 牡3青鹿56 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 486－182：02．3クビ 19．4�
11 ニシノアモーレ 牝3栗 54 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 428± 0 〃 クビ 21．7�
56 ハートオブスワロー 牝3黒鹿54 吉田 豊�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 420＋ 22：02．51
 47．2
711 エリンソード 牡3青鹿56 内田 博幸 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 442＋102：02．71
 18．7�
33 � 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± 02：03．44 270．4�
812 ウインシトリン 牝3黒鹿54 石川裕紀人�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 426± 0 〃 クビ 232．5�
44 ラブパッション 牝3鹿 54 藤田菜七子田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 原田 久司 372－ 82：04．46 227．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 60，919，700円 複勝： 88，705，900円 枠連： 27，391，700円
馬連： 138，096，400円 馬単： 67，618，900円 ワイド： 68，233，900円
3連複： 162，762，100円 3連単： 251，476，600円 計： 865，205，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 180円 � 240円 枠 連（2－4） 690円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 340円 �� 450円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 6，240円

票 数

単勝票数 計 609197 的中 � 195229（1番人気）
複勝票数 計 887059 的中 � 272201（1番人気）� 108225（3番人気）� 72281（4番人気）
枠連票数 計 273917 的中 （2－4） 30630（2番人気）
馬連票数 計1380964 的中 �� 155315（2番人気）
馬単票数 計 676189 的中 �� 41562（2番人気）
ワイド票数 計 682339 的中 �� 55356（2番人気）�� 38551（3番人気）�� 25036（6番人気）
3連複票数 計1627621 的中 ��� 65884（3番人気）
3連単票数 計2514766 的中 ��� 29176（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．2―37．6―50．0―1：02．8―1：15．4―1：27．5―1：39．1―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

トリコロールブルー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Pivotal デビュー 2016．7．17 中京1着

2014．4．8生 牡3青鹿 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 3戦2勝 賞金 21，362，000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18日 曇 良 （29東京1）第7日 第10競走 ��
��2，100�

きんてい

金蹄ステークス
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，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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

45 マイネルトゥラン 牡4黒鹿56 津村 明秀 �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 B514± 02：12．1 7．1�

814 グランセブルス 牡4鹿 56 吉田 豊飯田 訓大氏 森 秀行 新ひだか 坂本 智広 476－ 62：12．2� 11．0�
11 レッドサバス 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 468－ 22：12．83	 3．1�
33 
 シャイニービーム 牡5鹿 57 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 444－ 82：13．01 31．2�
813 デビルズハーツ 牡7鹿 57 勝浦 正樹安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 500＋ 42：13．21 50．9�
69 ウインユニファイド 牡5黒鹿57 柴田 大知�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 520＋ 22：13．3	 4．7	
712 タガノハヤテ 牡6栗 57 柴山 雄一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 510－102：13．51� 24．5

610 トウショウギフト 牡8鹿 57 江田 照男トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 546－ 2 〃 クビ 126．2�
46 
 サハラファイター 牡4鹿 56 R．ムーア 本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 516± 02：13．71	 3．8�

（英）

34 セイカフォルテ 牡9鹿 57 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 466＋122：13．8クビ 86．6
711 フミノメモリー 牡7黒鹿57 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 516－ 2 〃 ハナ 40．7�
58 ベルウッドケルン 牡5栗 57 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 476－ 82：13．9� 70．1�
57 トーセンラムセス 牡5鹿 57 菅原 隆一島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 518± 0 （競走中止） 12．1�
（13頭）

22 リスペクトアース 牡4黒鹿56 田辺 裕信 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 49，377，400円 複勝： 70，185，900円 枠連： 33，986，600円
馬連： 149，951，200円 馬単： 65，929，300円 ワイド： 73，926，900円
3連複： 190，641，900円 3連単： 275，717，700円 計： 909，716，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 220円 � 270円 � 160円 枠 連（4－8） 1，330円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 6，570円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 490円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 37，440円

票 数

単勝票数 計 493774 的中 � 55382（4番人気）
複勝票数 計 701859 的中 � 79029（4番人気）� 56958（5番人気）� 140938（2番人気）
枠連票数 計 339866 的中 （4－8） 19683（5番人気）
馬連票数 計1499512 的中 �� 33352（14番人気）
馬単票数 計 659293 的中 �� 7524（26番人気）
ワイド票数 計 739269 的中 �� 16094（14番人気）�� 40226（4番人気）�� 25496（8番人気）
3連複票数 計1906419 的中 ��� 30169（14番人気）
3連単票数 計2757177 的中 ��� 5339（123番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―13．1―13．3―12．9―12．6―13．1―12．6―11．9―11．7―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．5―31．6―44．9―57．8―1：10．4―1：23．5―1：36．1―1：48．0―1：59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．0
1
3
3，5（7，12）6，9（1，8）14（10，13）11，4・（3，5）（7，12）6，9（1，8）（10，14）13（11，4）

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

勝馬の
紹 介

マイネルトゥラン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．5 福島9着

2013．6．5生 牡4黒鹿 母 マイネカレッシュ 母母 ノーザンドライバー 16戦4勝 賞金 53，415，000円
〔出走取消〕 リスペクトアース号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 トーセンラムセス号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 サハラファイター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サハラファイター号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年3月18日まで出走できない。
※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。



03083 2月18日 曇 良 （29東京1）第7日 第11競走 ��
��3，400�第67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，28．2．20以降29．2．13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 539，000円 154，000円 77，000円 � コースレコード

中央レコード
3：29．4
3：29．4

良
良

712 ア ル バ ー ト 牡6栗 58 R．ムーア 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478＋ 63：35．2 2．1�
（英）

34 ラブラドライト �8鹿 51 酒井 学吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B476－103：35．41� 28．4�
58 カフジプリンス 牡4栗 54 川田 将雅加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 516－ 23：35．61� 3．6�
815 トウシンモンステラ 牡7黒鹿53 内田 博幸�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 484－ 83：35．81 213．1�
611 プレストウィック 牡6芦 54 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 542＋143：35．9	 16．8	
47 フェイムゲーム �7青鹿58 北村 宏司 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 アタマ 6．3

11 ファタモルガーナ �9鹿 56 蛯名 正義 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 492－ 2 〃 クビ 7．4�
22 ムスカテール 牡9黒鹿56 中谷 雄太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－ 43：36．11 134．5�
23 トーセンレーヴ 牡9鹿 57 S．フォーリー 島川 哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474－ 6 〃 クビ 118．8�

（愛）

59 フェスティヴイェル 牡6黒鹿53 田中 勝春 �二風谷ファーム 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 508＋ 83：36．2
 222．4�
814 プロレタリアト 牝6鹿 51 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B438＋10 〃 ハナ 107．8�
46 ジャングルクルーズ �8鹿 56 四位 洋文窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514± 03：36．51
 40．3�
35 キングルアウ 牡5鹿 51 吉田 豊 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム 502－ 43：37．88 41．6�
713 サイモントルナーレ 牡11栗 48 藤田菜七子澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 464± 03：38．01	 154．8�
610 サムソンズプライド 牡7鹿 54 田辺 裕信 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 476－ 4 （競走中止） 33．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 123，782，000円 複勝： 154，050，300円 枠連： 77，813，500円
馬連： 387，362，500円 馬単： 191，588，300円 ワイド： 182，727，400円
3連複： 566，144，200円 3連単： 1，036，561，200円 計： 2，720，029，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 350円 � 150円 枠 連（3－7） 1，480円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 760円 �� 210円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 9，850円

票 数

単勝票数 計1237820 的中 � 465303（1番人気）
複勝票数 計1540503 的中 � 575644（1番人気）� 64988（6番人気）� 240220（2番人気）
枠連票数 計 778135 的中 （3－7） 40497（6番人気）
馬連票数 計3873625 的中 �� 146585（7番人気）
馬単票数 計1915883 的中 �� 53988（10番人気）
ワイド票数 計1827274 的中 �� 55118（9番人気）�� 271544（1番人気）�� 38315（12番人気）
3連複票数 計5661442 的中 ��� 226545（5番人気）
3連単票数 計10365612 的中 ��� 76246（31番人気）

ハロンタイム 12．9―12．4―13．0―13．0―13．0―12．9―13．0―13．8―13．6―13．0―12．7―12．7―12．5―12．3―11．6―11．3
―11．5

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�
12．9―25．3―38．3―51．3―1：04．3―1：17．2―1：30．2―1：44．0―1：57．6―2：10．6―2：23．3―2：36．0

2，600� 2，800� 3，000� 3，200�
―2：48．5―3：00．8―3：12．4―3：23．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ル バ ー ト �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．6．23 東京12着

2011．2．7生 牡6栗 母 フォルクローレ 母母 アンデスレディー 23戦8勝 賞金 262，714，000円
〔競走中止〕 サムソンズプライド号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため2周目向正面で競走中止。
※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18日 曇 良 （29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

59 ラベンダーヴァレイ 牝4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 430－181：22．1 4．2�

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± 01：22．2� 21．6�

714 ジャストフォーユー 牡5鹿 57 江田 照男 �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 480－ 4 〃 アタマ 15．9�

36 	 レインボーラヴラヴ 牝6青鹿55 内田 博幸飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 464－ 41：22．3クビ 12．4�
12 シルヴァーコード 牝5芦 55 R．ムーア 田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 484－ 2 〃 アタマ 3．6	

（英）

815 マ リ オ ー ロ 牡5鹿 57
56 ☆石川裕紀人菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 ハナ 3．2


47 	 フ ィ ラ ー レ 牡6黒鹿57 吉田 豊岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B474＋ 41：22．4� 95．0�
510	 バウトナカヤマ 牡5黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 524－ 81：22．5
 96．5�
713� ウィズアミッション 牝6鹿 55 蛯名 正義吉田 安惠氏 長浜 博之 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 440－ 8 〃 ハナ 45．7
35 	 キングクリチャン 牡8栗 57

55 △木幡 巧也栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B494－ 8 〃 アタマ 203．8�
612 ダノンアイリス 牝4青鹿55 田中 勝春�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 468－ 21：22．6クビ 12．7�
23 スノーレパード 牝6黒鹿55 田辺 裕信 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 464－ 2 〃 クビ 62．1�
11 	 アペルトゥーラ 牡6栗 57 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 518＋ 61：22．81� 25．2�
816 イーグルアモン 牝6鹿 55 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B458－ 21：23．01� 59．5�
611 レンイングランド 牡5芦 57 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 532± 0 〃 クビ 21．0�
48 	 クラウンロベルト 牡5青鹿 57

55 △井上 敏樹矢野 恭裕氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 442＋ 21：23．1
 191．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，552，100円 複勝： 81，807，000円 枠連： 45，068，100円
馬連： 180，454，600円 馬単： 80，815，800円 ワイド： 98，513，300円
3連複： 248，567，800円 3連単： 359，578，400円 計： 1，156，357，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 360円 � 420円 枠 連（2－5） 3，720円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 6，320円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 1，650円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 18，300円 3 連 単 ��� 75，450円

票 数

単勝票数 計 615521 的中 � 114792（3番人気）
複勝票数 計 818070 的中 � 119708（3番人気）� 55960（5番人気）� 46585（7番人気）
枠連票数 計 450681 的中 （2－5） 9375（16番人気）
馬連票数 計1804546 的中 �� 29763（19番人気）
馬単票数 計 808158 的中 �� 9588（25番人気）
ワイド票数 計 985133 的中 �� 16708（17番人気）�� 15490（18番人気）�� 9003（28番人気）
3連複票数 計2485678 的中 ��� 10182（59番人気）
3連単票数 計3595784 的中 ��� 3455（220番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―35．7―47．4―58．5―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 6（8，14）2（9，12）1（7，13）（4，5，15）（10，16）－（3，11） 4 ・（6，8，14）－（2，12）9（1，13）7（4，5，15）（10，16）（3，11）

勝馬の
紹 介

ラベンダーヴァレイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．12 東京1着

2013．1．31生 牝4鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 9戦3勝 賞金 34，884，000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。



（29東京1）第7日 2月18日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

254，250，000円
15，000，000円
1，680，000円
30，210，000円
74，647，000円
5，801，800円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
540，022，100円
849，410，200円
342，149，300円
1，387，776，300円
690，913，000円
756，520，300円
1，878，007，800円
2，836，479，100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 9，281，278，100円

総入場人員 28，588名 （有料入場人員 27，188名）
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