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03048 2月11日 晴 良 （30東京1）第5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）

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
1：21．5
1：21．5

重
不良

36 ウインメディウム 牝3栗 54 F．ミナリク�ウイン 田中 剛 新冠 アラキフアーム 488± 01：27．4 8．7�
（独）

612 クインズティガ 牝3栗 54 黛 弘人亀田 和弘氏 奥平 雅士 新ひだか 大滝 康晴 458－ 81：27．93 5．9�
11 サンメイコン 牝3黒鹿54 松岡 正海 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ 452＋ 2 〃 クビ 6．1�
815 サイモンジルバ 牝3鹿 54 大野 拓弥澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 456－ 41：28．0� 30．4�
47 イザベルローズ 牝3栗 54 戸崎 圭太林 正道氏 栗田 徹 新ひだか 米田牧場 450＋ 81：28．31� 4．8�
713 ポートナイトサイト 牝3栗 54 柴田 大知ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 462－ 41：28．4� 8．1	
35 ラプターゲイル 牝3黒鹿54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 中田 英樹 434± 0 〃 アタマ 75．0�
611 レ ユ シ ッ ト 牝3黒鹿54 内田 博幸落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 川島牧場 450－ 61：28．61� 11．4�
59 アンシンカブル 牝3栗 54 北村 宏司水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 422± 01：28．7� 108．0
48 ハクサンレモン 牝3黒鹿54 吉原 寛人河﨑 五市氏 古賀 史生 浦河 谷口牧場 450－ 21：28．91� 25．3�

（川崎）

23 ディーズパーチェス 牝3鹿 54
51 ▲武藤 雅秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B424－ 81：29．64 157．8�

714 ドクターデューン 牝3鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 468－ 81：29．7� 21．1�
24 スマイルサンティエ 牝3鹿 54 柴山 雄一福澤 真吾氏 黒岩 陽一 日高 日高大洋牧場 480＋ 21：29．8� 148．3�
12 フ ラ ミ ン ゴ 牝3青鹿54 四位 洋文中辻 明氏 武井 亮 浦河 笹島 智則 454＋ 81：30．0� 4．6�
510 トーセンプラウド 牝3栗 54 津村 明秀島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 468 ―1：30．21� 56．1�
816 テ ィ ア マ ト 牝3黒鹿54 岩部 純二
ミルファーム 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 398－161：30．62� 296．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，793，600円 複勝： 57，583，700円 枠連： 23，747，900円
馬連： 83，287，600円 馬単： 34，798，800円 ワイド： 58，393，000円
3連複： 120，760，300円 3連単： 125，061，700円 計： 535，426，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 260円 � 180円 � 230円 枠 連（3－6） 1，720円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，100円 �� 700円

3 連 複 ��� 5，910円 3 連 単 ��� 41，840円

票 数

単勝票数 計 317936 的中 � 29193（6番人気）
複勝票数 計 575837 的中 � 51575（6番人気）� 91732（2番人気）� 65109（4番人気）
枠連票数 計 237479 的中 （3－6） 10648（9番人気）
馬連票数 計 832876 的中 �� 23541（13番人気）
馬単票数 計 347988 的中 �� 4591（28番人気）
ワイド票数 計 583930 的中 �� 15723（11番人気）�� 13424（16番人気）�� 22077（5番人気）
3連複票数 計1207603 的中 ��� 15321（21番人気）
3連単票数 計1250617 的中 ��� 2167（152番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．8―50．1―1：03．0―1：14．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインメディウム �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．1．28 東京3着

2015．4．21生 牝3栗 母 アラマササンデー 母母 アラマサダンサー 2戦1勝 賞金 6，500，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

03049 2月11日 晴 良 （30東京1）第5日 第2競走 ��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

611 コスモビスティー 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 470－ 41：20．3 5．0�
48 ウ メ タ ロ ウ 牡3黒鹿56 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 496－ 61：20．83 14．3�
47 ホウオウスクラム 牡3栗 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 502＋121：21．01� 12．2�
35 ウサギノダンス 牡3黒鹿56 吉原 寛人桐谷 茂氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 478－ 21：21．1� 6．7�

（川崎）

510 キミワテンマ 牡3鹿 56
53 ▲武藤 雅浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 492± 01：21．31� 2．0�

714 サノノタテヤマ 牡3鹿 56 四位 洋文佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 458＋ 41：21．72� 8．3	
36 グヴィアズダ 牡3鹿 56 内田 博幸 
グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 428＋ 21：21．8� 16．5�
815 タツオウカランブ 牝3栗 54 勝浦 正樹鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 472＋ 61：22．11� 61．4�
816 ナ イ ア 牡3黒鹿56 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 白井牧場 518－ 41：22．42 54．3
12 ア ル ガ ー ル 牡3黒鹿56 江田 照男平本 敏夫氏 大江原 哲 新ひだか 荒木 貴宏 426＋16 〃 アタマ 99．7�
11 キタノパンドラ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎北所 直人氏 天間 昭一 新ひだか 友田牧場 452＋ 61：22．82� 383．3�
713 グランカナーレ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 上井農場 458＋ 21：23．33 103．6�
59 トニーファイブ 牡3黒鹿56 武士沢友治トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 448－ 8 〃 ハナ 435．7�
612 アシャカータ 牡3黒鹿56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 谷川牧場 452＋ 41：23．83 211．6�
24 アンポルタン 牝3鹿 54 吉田 隼人平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 430－ 21：23．9� 56．7�
23 サクセスウエイ �3栗 56 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 上原 博之 新ひだか 見上牧場 430－ 61：24．11� 215．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，484，000円 複勝： 52，848，800円 枠連： 19，898，300円
馬連： 73，607，200円 馬単： 34，147，000円 ワイド： 49，576，700円
3連複： 97，745，400円 3連単： 113，693，700円 計： 473，001，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 350円 � 340円 枠 連（4－6） 1，760円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 5，310円

ワ イ ド �� 900円 �� 900円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 8，170円 3 連 単 ��� 35，910円

票 数

単勝票数 計 314840 的中 � 50114（2番人気）
複勝票数 計 528488 的中 � 100687（2番人気）� 34526（7番人気）� 36181（6番人気）
枠連票数 計 198983 的中 （4－6） 8755（8番人気）
馬連票数 計 736072 的中 �� 18680（11番人気）
馬単票数 計 341470 的中 �� 4820（19番人気）
ワイド票数 計 495767 的中 �� 14359（11番人気）�� 14384（10番人気）�� 8318（19番人気）
3連複票数 計 977454 的中 ��� 8966（25番人気）
3連単票数 計1136937 的中 ��� 2295（112番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―11．8―12．5―12．6―12．2―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．7―30．5―43．0―55．6―1：07．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモビスティー �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2017．7．30 札幌8着

2015．4．1生 牡3鹿 母 プリマビスティー 母母 ロングプリマ 8戦1勝 賞金 13，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ケイジーワンダー号・ブラックコニャック号・ベストミライ号
（非抽選馬） 2頭 グラスレガシー号・レッセフェール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回 東京競馬 第５日



03050 2月11日 晴 良 （30東京1）第5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）
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

23 ヴェスティード 牡3青鹿56 三浦 皇成 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 浦河 辻 牧場 516 ―1：40．0 3．3�
713 コーズウェイベイ 牝3黒鹿54 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484 ―1：41．27 3．3�
510 ゴールドクロス 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 498 ―1：41．62� 21．1�
714 サンダルース 牝3鹿 54 西村 太一 �加藤ステーブル 清水 英克 新冠 石田牧場 460 ―1：41．91� 139．4�
47 スピットバンク 牡3栗 56 江田 照男吉田 勝己氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 510 ―1：42．0� 29．6	
815 ドミネーター 牡3黒鹿56 木幡 初広ケンレーシング組合 牧 光二 新ひだか 沼田 照秋 480 ― 〃 クビ 48．3

816 ラインアスコット 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 514 ―1：42．31� 10．4�
48 シンカンゴッホ 牡3鹿 56 津村 明秀山口 正行氏 鈴木 伸尋 浦河 山田牧場 476 ―1：42．72� 8．1�
59 マイネルドゥーナ 牡3栗 56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 510 ―1：42．8� 68．1
12 マイネルジュニパー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 日高 木村牧場 478 ―1：43．43� 7．0�
612 トーセンハルカ 牝3鹿 54 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 新冠 中本牧場 488 ―1：44．25 64．9�
11 コットンクラブ 牡3栗 56 浜中 俊山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか 仲野牧場 508 ―1：44．51� 7．6�
24 ヤマニンアルテア 牡3鹿 56 大庭 和弥土井 肇氏 池上 昌弘 浦河 廣田 光夫 484 ―1：44．71	 229．2�
611 シンシアリティー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 520 ―1：45．44 136．4�
36 ワンスモアステージ 牝3黒鹿54 石神 深一堀口 晴男氏 中川 公成 新ひだか 田中 裕之 438 ―1：46．03� 204．5�
35 メ ル ズ ー ガ 牡3栗 56 吉原 寛人岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 原 弘之 484 ―1：46．42� 79．6�

（川崎）

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，295，200円 複勝： 40，847，600円 枠連： 20，807，300円
馬連： 68，055，900円 馬単： 32，255，700円 ワイド： 44，059，400円
3連複： 88，205，100円 3連単： 103，276，300円 計： 429，802，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 150円 � 340円 枠 連（2－7） 710円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，240円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 15，400円

票 数

単勝票数 計 322952 的中 � 76314（2番人気）
複勝票数 計 408476 的中 � 83799（1番人気）� 80806（2番人気）� 21941（7番人気）
枠連票数 計 208073 的中 （2－7） 22522（2番人気）
馬連票数 計 680559 的中 �� 77687（1番人気）
馬単票数 計 322557 的中 �� 18564（1番人気）
ワイド票数 計 440594 的中 �� 37146（1番人気）�� 8520（15番人気）�� 9437（13番人気）
3連複票数 計 882051 的中 ��� 15247（12番人気）
3連単票数 計1032763 的中 ��� 4861（39番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．6―12．6―12．5―12．5―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―37．0―49．6―1：02．1―1：14．6―1：27．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェスティード �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 スピニングワールド 初出走

2015．4．4生 牡3青鹿 母 アドマイヤドレス 母母 クイーンジャガー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 スピットバンク号の騎手江田照男は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メルズーガ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月11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34頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）34頭 アマノブライアン号・アラスカノオーロラ号・アルマアルジーヌ号・イディナローク号・ヴィジョンオブラヴ号・

エイシンエンデバー号・オーラフォ号・カラフルワールド号・クラシーヴァ号・コールドターキー号・
サツキワルツ号・サトノエメラルド号・サンビリングス号・サンベンド号・ジッピー号・シャイニンオスカー号・
シリウスインパクト号・ディスクメディア号・ディーエスバズーカ号・トークフレンドリー号・ナムラジュノー号・
ハッピーメモリアル号・バルバロッサ号・ハロービギン号・バーミンガム号・ヒロブラッサム号・ベリロス号・
ボナリー号・マグナムオプス号・マリノエチュード号・ミラクルパレット号・ムーンフォース号・
ララプリムヴェール号・ルナフィリア号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

03051 2月11日 晴 良 （30東京1）第5日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時40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
1：31．3
1：30．7

良
良

815 ゴージャスランチ 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 千津氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 478－ 81：35．8 4．5�
47 パイオニアバイオ 牝3鹿 54 石橋 脩バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 428± 01：36．01� 3．1�
610 レガロデルソル 牝3鹿 54 柴田 善臣�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 494± 01：36．63� 5．2�
11 ラヴァクール 牝3栗 54 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 502－ 21：36．7	 2．8�
23 トレジャード 牡3栗 56 横山 和生�ターフ・スポート勢司 和浩 浦河 谷川牧場 484± 0 〃 クビ 32．3	
59 ク ク ル カ ン 牡3鹿 56 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 470－ 21：37．12� 21．6

814 タケショウエリック 牡3青鹿56 大野 拓弥�ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 426－ 21：37．41	 38．1�
58 オレンジヒロイン 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 440＋101：37．5	 79．3�
34 ライトページェント 牝3青鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 アタマ 147．5
46 パワースピネル 牝3鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 増本牧場 422－ 4 〃 ハナ 378．0�
22 
 ヴォルパンテール 牝3黒鹿54 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

456＋ 4 〃 ハナ 123．8�
713 マイネルセッカ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 21：37．6� 45．7�
712 エムティティアラ 牝3鹿 54 的場 勇人�門別牧場 的場 均 浦河 信岡牧場 372＋ 4 〃 クビ 365．6�
611 サンマルパール 牝3黒鹿54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 中村 雅明 388－101：38．98 501．0�
35 ピースフルメモリー 牝3鹿 54 黛 弘人北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 430－ 21：39．22 117．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，319，900円 複勝： 47，819，000円 枠連： 17，254，100円
馬連： 77，335，500円 馬単： 41，531，600円 ワイド： 48，374，300円
3連複： 103，941，400円 3連単： 145，645，300円 計： 515，221，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 130円 � 140円 枠 連（4－8） 690円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 280円 �� 350円 �� 280円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 5，760円

票 数

単勝票数 計 333199 的中 � 58784（3番人気）
複勝票数 計 478190 的中 � 83548（3番人気）� 105528（2番人気）� 80027（4番人気）
枠連票数 計 172541 的中 （4－8） 19358（3番人気）
馬連票数 計 773355 的中 �� 79071（3番人気）
馬単票数 計 415316 的中 �� 16812（9番人気）
ワイド票数 計 483743 的中 �� 45521（3番人気）�� 32922（6番人気）�� 45761（2番人気）
3連複票数 計1039414 的中 ��� 82693（3番人気）
3連単票数 計1456453 的中 ��� 18301（19番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．6―12．6―13．0―11．9―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．6―48．2―1：01．2―1：13．1―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F34．6
3 12，15，9，14（1，5，8）（3，13）7（2，10）6－（4，11） 4 12，15（9，14）（1，5，8，13，7）（3，10）2（6，11）－4

勝馬の
紹 介

ゴージャスランチ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2017．12．3 中京2着

2015．1．29生 牝3黒鹿 母 シーキングマイラブ 母母 Queen Maud 4戦1勝 賞金 10，400，000円
※出走取消馬 アルキミア号（疾病〔外傷性鼻出血〕のため）
※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。
（非抽選馬） 6頭 カプリッチョ号・グラッパ号・コウノトリ号・ペイシャプレゼント号・ヤンソンノユウワク号・ラルーナ号



03052 2月11日 晴 良 （30東京1）第5日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時30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
1：19．6
1：19．0

良
良

24 イサチルルンルン 牝3鹿 54 浜中 俊小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 442＋ 81：22．5 69．2�
714 ピースユニヴァース 牡3鹿 56 内田 博幸久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 472＋ 21：22．6� 1．8�
510 セイウンリリシイ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 464－10 〃 クビ 5．9�
12 トラストテッペン 牝3鹿 54 三浦 皇成菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 452± 01：22．7� 41．3�
47 ベルウッドキング 牡3鹿 56 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 日高 増尾牧場 440－ 21：22．8� 102．1�
35 ココロノイコロ 牡3黒鹿56 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 祥泰 新ひだか 谷岡牧場 446＋18 〃 クビ 49．5�
23 カイザーメランジェ 牡3鹿 56 柴山 雄一友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 462＋ 31：22．9クビ 398．4	
11 クレバーバード 牡3青 56 F．ミナリク 
サンデーレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 21：23．0� 10．4�
（独）

59 エールショー 牡3芦 56 武 豊�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋ 61：23．1� 15．7

36 アシャカデッシュ 牡3鹿 56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 496＋ 2 〃 ハナ 12．8�
815 プ レ ト リ ア 牡3鹿 56 吉田 隼人多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 448＋ 81：23．31	 18．1�
48 リンガラポップス 牡3青鹿56 吉原 寛人吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 アタマ 15．3�

（川崎）

612
 サンドスピーダー 牡3鹿 56 蛯名 正義
辻牧場 二ノ宮敬宇 浦河 辻 牧場 452－ 2 〃 ハナ 17．6�
611 ギャンブラー 牡3黒鹿56 田辺 裕信大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 520＋ 41：23．4クビ 41．1�
713 ビレッジキング 牡3黒鹿56 田中 勝春村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 464－ 21：24．46 235．0�
816 ロードラナキラ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 81：25．57 25．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，443，700円 複勝： 79，208，600円 枠連： 28，416，300円
馬連： 102，829，500円 馬単： 50，851，900円 ワイド： 73，469，000円
3連複： 145，651，600円 3連単： 169，386，300円 計： 703，256，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，920円 複 勝 � 840円 � 110円 � 200円 枠 連（2－7） 4，420円

馬 連 �� 5，510円 馬 単 �� 18，510円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 4，470円 �� 380円

3 連 複 ��� 12，520円 3 連 単 ��� 141，150円

票 数

単勝票数 計 534437 的中 � 6178（13番人気）
複勝票数 計 792086 的中 � 13722（13番人気）� 304447（1番人気）� 82314（2番人気）
枠連票数 計 284163 的中 （2－7） 4979（17番人気）
馬連票数 計1028295 的中 �� 14451（19番人気）
馬単票数 計 508519 的中 �� 2060（56番人気）
ワイド票数 計 734690 的中 �� 9915（18番人気）�� 3905（50番人気）�� 55905（1番人気）
3連複票数 計1456516 的中 ��� 8723（38番人気）
3連単票数 計1693863 的中 ��� 870（433番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―11．9―11．4―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．1―47．0―58．4―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イサチルルンルン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ハウスバスター デビュー 2017．7．15 福島5着

2015．4．2生 牝3鹿 母 テンセイフジ 母母 ハローメルヘン 6戦2勝 賞金 17，450，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

03053 2月11日 晴 良 （30東京1）第5日 第6競走 ��2，100�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，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
2：06．7
2：05．9

良
良

35 � エンパイアカラー �4黒鹿56 村田 一誠吉澤 克己氏 藤原 辰雄 新冠 ヒカル牧場 506－ 42：14．5 22．8�
48 スターフラッシュ 牡4栗 56 吉田 隼人中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 B470＋ 22：14．71 3．6�
815 ワイルドゲーム 牡5鹿 57 吉原 寛人合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B496＋ 82：14．8� 34．4�
（川崎）

59 ジャコバイティズム 牡6青鹿57 田辺 裕信野本 巧氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 486＋ 2 〃 クビ 12．4�
713 バリンジャー 牡4栗 56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 450＋ 22：15．22� 32．3�
611 フォースリッチ 牡5黒鹿57 田中 勝春宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 474± 02：15．62� 34．7	
23 グランドバローズ �5鹿 57 R．ムーア 猪熊 広次氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 472± 02：15．92 2．0


（英）

24 � ドラゴンイモン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 488－ 2 〃 ハナ 23．7�
36 トミケンチャダル 牝6鹿 55 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 服部 牧場 510＋ 82：16．11	 195．4�
12 ア オ ス タ �4栗 56

53 ▲武藤 雅吉田 和美氏 古賀 慎明 新ひだか 仲野牧場 506＋ 82：16．2クビ 7．1
47 � サトノギャラクシー 牡6青鹿57 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B542－102：16．62� 56．8�
612� デルマキミコイシ 牡4芦 56

53 ▲横山 武史浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 502＋ 2 〃 クビ 62．2�
510 ブラックドーン 牡4鹿 56 柴山 雄一吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B520－14 〃 ハナ 81．9�
816� フレンドミラクル 牡5栗 57

54 ▲野中悠太郎横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 476＋14 〃 ハナ 32．3�
11 � レーヌミラクル 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子酒井 喜生氏 久保田貴士 日高 千葉飯田牧場 488－ 62：16．7クビ 106．9�
714 シ ナ ジ ー 牝4青鹿54 津村 明秀 �フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム 444± 02：17．55 372．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，204，500円 複勝： 60，902，500円 枠連： 23，946，600円
馬連： 98，018，600円 馬単： 52，128，600円 ワイド： 65，666，600円
3連複： 127，608，400円 3連単： 176，279，400円 計： 651，755，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 480円 � 190円 � 710円 枠 連（3－4） 3，220円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 9，930円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 6，400円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 21，620円 3 連 単 ��� 141，210円

票 数

単勝票数 計 472045 的中 � 16562（5番人気）
複勝票数 計 609025 的中 � 29407（5番人気）� 108921（2番人気）� 18963（10番人気）
枠連票数 計 239466 的中 （3－4） 5759（13番人気）
馬連票数 計 980186 的中 �� 19715（15番人気）
馬単票数 計 521286 的中 �� 3936（27番人気）
ワイド票数 計 656666 的中 �� 13514（9番人気）�� 2562（53番人気）�� 13397（10番人気）
3連複票数 計1276084 的中 ��� 4425（66番人気）
3連単票数 計1762794 的中 ��� 905（382番人気）

ハロンタイム 7．1―11．8―12．9―13．2―13．3―13．4―12．9―12．1―12．0―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．9―31．8―45．0―58．3―1：11．7―1：24．6―1：36．7―1：48．7―2：01．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�エンパイアカラー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンシングブレーヴ

2014．4．22生 �4黒鹿 母 グリーンヒルマック 母母 マツクスフリート 7戦1勝 賞金 9，350，000円
初出走 JRA

※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 ヤマニンバンタジオ号
（非抽選馬） 1頭 エジステンツァ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



03054 2月11日 晴 良 （30東京1）第5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

36 ジュンヴァリアス 牡4鹿 56 大野 拓弥河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 芳住 鉄兵 470＋241：47．1 17．8�
611 プレイヤーサムソン 牡5鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 476＋ 21：47．41� 6．1�
23 アイノカケハシ 牝6鹿 55 津村 明秀國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 444＋ 61：47．82	 125．7�
510 プレシャスメイト 牝6鹿 55

52 ▲武藤 雅飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 B462－ 2 〃 ハナ 16．2�
24 スーパーブレイク 牡4黒鹿56 吉田 隼人堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 464± 0 〃 クビ 78．1�
11 エイブルボス 牡6黒鹿57 丸田 恭介中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 486＋10 〃 ハナ 54．4�
816 サトノマックス 牡4鹿 56 R．ムーア 里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500＋141：47．9	 2．9	

（英）

12 キャナルストリート 牝4黒鹿54 池添 謙一村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 462＋161：48．0	 4．3

35 モ レ ッ キ 牡4黒鹿56 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488＋10 〃 クビ 4．4�
612
 サバンナロード �5鹿 57 F．ミナリク吉田 和美氏 武井 亮 米 Michael

Sucher B530＋ 81：48．1� 32．3
（独）

59 ジ ャ ガ ン ツ 牡5鹿 57
54 ▲横山 武史 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 534＋ 4 〃 ハナ 44．5�

714 クラウンテイラー �6鹿 57 杉原 誠人�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 446± 01：48．2� 429．2�
713 クワトロガッツ 牡7黒鹿57 柴山 雄一ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム B456± 01：48．41 16．6�
47 タックボーイ 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 444－101：48．5	 57．7�
815� リュウシンローズ 牝4黒鹿54 吉原 寛人�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 458－ 91：49．35 225．5�

（川崎）

48 � メドゥシアナ 牝4栗 54
51 ▲藤田菜七子熊谷 貴之氏 根本 康広 安平 追分ファーム 472－ 21：49．4	 182．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，412，900円 複勝： 69，496，700円 枠連： 24，916，200円
馬連： 108，854，900円 馬単： 47，275，900円 ワイド： 70，292，900円
3連複： 135，683，900円 3連単： 162，241，400円 計： 668，174，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 520円 � 220円 � 1，760円 枠 連（3－6） 980円

馬 連 �� 4，740円 馬 単 �� 11，600円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 12，420円 �� 4，660円

3 連 複 ��� 70，270円 3 連 単 ��� 398，720円

票 数

単勝票数 計 494129 的中 � 22090（7番人気）
複勝票数 計 694967 的中 � 32941（7番人気）� 102463（4番人気）� 8711（13番人気）
枠連票数 計 249162 的中 （3－6） 19542（6番人気）
馬連票数 計1088549 的中 �� 17768（18番人気）
馬単票数 計 472759 的中 �� 3054（40番人気）
ワイド票数 計 702929 的中 �� 13617（19番人気）�� 1431（67番人気）�� 3851（45番人気）
3連複票数 計1356839 的中 ��� 1448（150番人気）
3連単票数 計1622414 的中 ��� 295（833番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．6―35．9―47．4―59．7―1：12．0―1：23．6―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．1

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ジュンヴァリアス �
�
父 デュランダル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．6．5 東京3着

2014．4．7生 牡4鹿 母 ゴッドビラブドミー 母母 ゴッドインチーフ 11戦2勝 賞金 24，039，000円
〔制裁〕 プレシャスメイト号の騎手武藤雅は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

03055 2月11日 晴 良 （30東京1）第5日 第8競走 ��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

23 ラテールプロミーズ 牡5青鹿57 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 B512± 02：12．4 2．3�
714 マイネルビクトリー 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 502－ 6 〃 クビ 20．5�
612 サ ノ サ マ ー 牡4栗 56 勝浦 正樹佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 468± 02：12．5� 13．7�
12 サ ラ セ ニ ア 牡5芦 57

54 ▲野中悠太郎平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 482＋ 42：13．77 7．6�
24 テイエムコンドル 牡7鹿 57 吉原 寛人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 474＋ 22：13．8� 15．6�

（川崎）

510 モンストルコント 牡5黒鹿57 横山 典弘 	社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 494－ 22：14．11� 21．2

59 コリエドール 牡4栗 56 F．ミナリク 	サンデーレーシング 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋ 22：14．2� 11．6�
（独）

47 ノースランドボーイ �6青 57 北村 宏司河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 B508＋ 42：14．3� 255．9�
713 リョウランヒーロー 牡4黒鹿56 横山 和生佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 486＋ 62：14．4� 68．7
11 キングカヌヌ 牡6芦 57 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B512＋162：14．61 36．2�
35 ラ ボ ー ナ 牡4鹿 56 R．ムーア 	サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 550＋142：14．7� 5．6�

（英）

611 レインオーバー �7青鹿57 江田 照男 �グリーンファーム田中 剛 千歳 社台ファーム 456± 02：15．55 115．9�
48 	 キ ン グ リ オ 牡6鹿 57 大野 拓弥窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 512－ 42：15．6� 17．9�
816 ワイルドダンサー 牡6鹿 57 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 484－ 22：16．34 34．6�
815 ケイツートール 牡5青鹿 57

54 ▲武藤 雅楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 502－ 22：17．15 39．1�
36 タケルラムセス 牡6鹿 57 浜中 俊森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 492＋ 82：17．2� 34．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，791，400円 複勝： 75，162，500円 枠連： 30，537，400円
馬連： 126，709，300円 馬単： 52，951，800円 ワイド： 80，878，100円
3連複： 161，114，600円 3連単： 189，068，700円 計： 769，213，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 440円 � 360円 枠 連（2－7） 1，590円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 790円 �� 650円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 8，320円 3 連 単 ��� 33，880円

票 数

単勝票数 計 527914 的中 � 181702（1番人気）
複勝票数 計 751625 的中 � 201544（1番人気）� 34095（9番人気）� 43475（6番人気）
枠連票数 計 305374 的中 （2－7） 14876（5番人気）
馬連票数 計1267093 的中 �� 47249（7番人気）
馬単票数 計 529518 的中 �� 12902（9番人気）
ワイド票数 計 808781 的中 �� 26601（7番人気）�� 33217（3番人気）�� 6126（34番人気）
3連複票数 計1611146 的中 ��� 14515（25番人気）
3連単票数 計1890687 的中 ��� 4045（91番人気）

ハロンタイム 7．3―11．5―12．6―13．3―13．5―12．8―12．0―12．4―12．1―12．1―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．8―31．4―44．7―58．2―1：11．0―1：23．0―1：35．4―1：47．5―1：59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．0
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラテールプロミーズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．12．6 中山2着

2013．4．20生 牡5青鹿 母 リーフィーウッド 母母 ラスリングカプス 20戦4勝 賞金 48，700，000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または施行団体名を表示している。



03056 2月11日 晴 良 （30東京1）第5日 第9競走 ��
��1，800�

は つ ね

初音ステークス
発走14時35分 （芝・左）
牝，4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

48 ミ リ ッ サ 牝4栗 54 横山 典弘 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 420－ 61：47．3 4．1�
35 サンティール 牝4鹿 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 474＋10 〃 クビ 9．4�
47 インヘリットデール 牝4鹿 54 石橋 脩 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454－ 41：47．4� 6．7�
815 ウインファビラス 牝5芦 55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 480± 01：47．5� 109．0�
714 サ ロ ニ カ 牝4黒鹿54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446＋141：47．6	 33．8	
12 アンドリエッテ 牝6鹿 55 R．ムーア 永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 462± 0 〃 クビ 7．0


（英）

59 ディープジュエリー 牝6鹿 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504－ 61：47．7クビ 13．4�
36 ヴァフラーム 牝6鹿 55 田辺 裕信市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 484＋12 〃 クビ 36．7�
23 ヤマカツグレース 牝4栗 54 津村 明秀山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 450＋ 21：47．8� 26．7
11 ポールヴァンドル 牝4芦 54 内田 博幸 �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 544＋141：47．9	 11．8�
611 デルマサリーチャン 牝7鹿 55 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 480－10 〃 ハナ 343．0�
24 ロイヤルストリート 牝6鹿 55 吉田 隼人下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 440－ 61：48．11
 46．2�
612 ヒ ス ト リ ア 牝4鹿 54 武 豊山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 454＋101：48．2� 9．8�
816 ハナレイムーン 牝4鹿 54 F．ミナリク 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 424± 01：48．52 6．3�
（独）

510 カレンリスベット 牝7黒鹿55 蛯名 正義鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502－ 4 〃 クビ 42．7�
713 ペイドメルヴェイユ 牝4栗 54 池添 謙一吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478＋ 81：48．81	 23．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，534，000円 複勝： 108，251，200円 枠連： 46，839，400円
馬連： 197，090，000円 馬単： 69，169，400円 ワイド： 116，486，500円
3連複： 263，008，900円 3連単： 298，982，200円 計： 1，168，361，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 310円 � 220円 枠 連（3－4） 1，120円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 920円 �� 580円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 19，480円

票 数

単勝票数 計 685340 的中 � 132058（1番人気）
複勝票数 計1082512 的中 � 179450（1番人気）� 80184（6番人気）� 128999（2番人気）
枠連票数 計 468394 的中 （3－4） 32335（3番人気）
馬連票数 計1970900 的中 �� 66130（5番人気）
馬単票数 計 691694 的中 �� 13719（7番人気）
ワイド票数 計1164865 的中 �� 31733（6番人気）�� 52814（1番人気）�� 33483（5番人気）
3連複票数 計2630089 的中 ��� 52893（2番人気）
3連単票数 計2989822 的中 ��� 11124（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．2―48．8―1：01．0―1：13．1―1：24．6―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

ミ リ ッ サ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．11．26 京都1着

2014．4．13生 牝4栗 母 シンハリーズ 母母 Baize 9戦4勝 賞金 68，651，000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。

03057 2月11日 晴 良 （30東京1）第5日 第10競走 ��
��1，400�バレンタインステークス

発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200
万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：21．5
1：21．5

重
不良

35 レッドゲルニカ 牡5鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 564＋161：23．5 9．7�
24 � ルグランフリソン 牡5鹿 56 戸崎 圭太前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 486－ 61：23．6	 7．2�
48 サトノファンタシー 牡5鹿 56 津村 明秀 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 478－ 61：23．81 25．4�
36 � ベストマッチョ 
5黒鹿57 内田 博幸馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

B492＋ 2 〃 アタマ 2．9�
612 ラインシュナイダー 牡6鹿 57 武 豊大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 480± 0 〃 クビ 6．8�
714 ラストダンサー 牡7青鹿57 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B452＋ 21：23．9	 18．9	
59 ブラゾンドゥリス 牡6鹿 58 吉原 寛人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 520－ 21：24．21	 11．9

（川崎）

47 スピーディクール 牡4栗 56 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 498＋ 21：24．3� 5．5�
815 ヒデノインペリアル 牡6栗 56 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 512－ 61：24．4� 12．3�
816 コロマンデル 牡6黒鹿56 石橋 脩吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 クビ 37．2
611 サ ノ イ チ 牡7鹿 56 武藤 雅佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 480＋ 41：24．61� 42．6�
11 シュテルングランツ 牡7黒鹿56 三浦 皇成 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 494＋ 41：24．7� 176．4�
23 サ ン グ ラ ス 牡7青鹿56 池添 謙一玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B506± 0 〃 クビ 75．7�
510 キョウエイアシュラ 牡11鹿 58 野中悠太郎田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 462－ 41：24．91� 301．1�
713 イースターパレード 
9栗 56 柴田 大知�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 506－ 41：25．85 322．4�
12 トミケンユークアイ 
9黒鹿56 江田 照男冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 502± 01：27．5大差 135．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 77，668，600円 複勝： 120，532，000円 枠連： 48，432，800円
馬連： 241，137，000円 馬単： 98，167，400円 ワイド： 132，114，200円
3連複： 323，595，400円 3連単： 421，739，200円 計： 1，463，386，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 410円 � 310円 � 730円 枠 連（2－3） 840円

馬 連 �� 4，770円 馬 単 �� 9，280円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 3，570円 �� 3，530円

3 連 複 ��� 34，000円 3 連 単 ��� 178，280円

票 数

単勝票数 計 776686 的中 � 63689（5番人気）
複勝票数 計1205320 的中 � 77234（7番人気）� 111410（4番人気）� 39809（9番人気）
枠連票数 計 484328 的中 （2－3） 44218（3番人気）
馬連票数 計2411370 的中 �� 39123（16番人気）
馬単票数 計 981674 的中 �� 7928（35番人気）
ワイド票数 計1321142 的中 �� 19402（22番人気）�� 9486（42番人気）�� 9575（41番人気）
3連複票数 計3235954 的中 ��� 7138（107番人気）
3連単票数 計4217392 的中 ��� 1715（536番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．9―47．1―59．2―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドゲルニカ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Point Given デビュー 2015．12．19 中山3着

2013．3．24生 牡5鹿 母 エポカブラヴァ 母母 Aucilla 20戦6勝 賞金 110，185，000円
※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。
（非抽選馬） 6頭 コスモドーム号・シンゼンレンジャー号・タイセイプレシャス号・ヒラボクプリンス号・ペイシャモンシェリ号・

ラテンロック号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目
３レース目



03058 2月11日 晴 良 （30東京1）第5日 第11競走 ��
��1，800�第52回共 同 通 信 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （トキノミノル記念） （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

共同通信社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

56 オウケンムーン 牡3鹿 56 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 458－101：47．4 13．6�
11 サトノソルタス 牡3芦 56 R．ムーア �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：47．5	 6．3�

（英）

44 エイムアンドエンド 牡3鹿 56 F．ミナリク �キャロットファーム 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 484－ 81：47．71
 132．9�
（独）

710 ゴーフォザサミット 牡3黒鹿56 田辺 裕信山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 500＋ 8 〃 ハナ 7．1�
22 カフジバンガード 牡3鹿 56 内田 博幸加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 酒井牧場 470± 0 〃 クビ 20．6	
67 ブラゾンダムール 牡3黒鹿56 横山 典弘�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 470－ 61：48．01	 54．4

812 グ レ イ ル 牡3黒鹿57 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：48．1クビ 1．8�
55 コスモイグナーツ 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 464± 0 〃 アタマ 105．4�
33 � アメリカンワールド 牡3栗 56 浜中 俊吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 St. Elias

Stables, LLC 480＋ 21：48．42 12．6
79 ステイフーリッシュ 牡3鹿 56 中谷 雄太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 438－121：48．5クビ 5．7�
68 ト ッ カ ー タ 牡3黒鹿56 丸田 恭介門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 468－ 21：48．71
 562．3�
811� リュウノユキナ 牡3芦 56 吉原 寛人蓑島 竜一氏 斉藤 敏 新ひだか 藤川フアーム 474－ 21：50．18 289．5�

（船橋） （川崎）

（12頭）

売 得 金
単勝： 269，455，800円 複勝： 269，123，700円 枠連： 103，514，700円 馬連： 718，248，800円 馬単： 349，838，100円
ワイド： 301，668，600円 3連複： 894，884，200円 3連単： 1，942，570，300円 5重勝： 702，919，600円 計： 5，552，223，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 390円 � 270円 � 1，720円 枠 連（1－5） 4，010円

馬 連 �� 5，080円 馬 単 �� 13，620円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 8，350円 �� 5，490円

3 連 複 ��� 77，670円 3 連 単 ��� 566，290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����� 4，393，240円

票 数

単勝票数 計2694558 的中 � 157472（6番人気）
複勝票数 計2691237 的中 � 183588（6番人気）� 293355（4番人気）� 35234（10番人気）
枠連票数 計1035147 的中 （1－5） 19991（12番人気）
馬連票数 計7182488 的中 �� 116394（17番人気）
馬単票数 計3498381 的中 �� 19260（37番人気）
ワイド票数 計3016686 的中 �� 50710（17番人気）�� 9179（41番人気）�� 14044（32番人気）
3連複票数 計8948842 的中 ��� 8641（102番人気）
3連単票数 計19425703 的中 ��� 2487（537番人気）
5重勝票数 計7029196 的中 ����� 112

ハロンタイム 12．9―11．1―11．7―12．3―12．2―12．4―11．7―11．5―11．6

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―1：00．2―1：12．6―1：24．3―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．8

3 5－4－（7，8）（6，3）（1，2）－12，9－10－11
2
4

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

勝馬の
紹 介

オウケンムーン �
�
父 オウケンブルースリ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2017．8．12 新潟4着

2015．3．14生 牡3鹿 母 ムーンフェイズ 母母 アフターザサン 4戦3勝 賞金 51，755，000円
〔制裁〕 トッカータ号の騎手丸田恭介は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・11番・12番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

03059 2月11日 晴 良 （30東京1）第5日 第12競走 ��
��1，600�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
1：31．3
1：30．7

良
良

57 ランガディア 牡4黒鹿57 R．ムーア 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480＋181：34．1 3．5�
（英）

45 アオイシンゴ 牡4芦 57 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 498＋12 〃 クビ 8．2�
712 コスモヨハネ 牡6栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 494－ 41：34．52� 8．1�
711 トーホウアイレス 牝4青鹿55 三浦 皇成東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 468± 01：34．6� 19．2�
34 エメラルスター 牡4黒鹿57 田辺 裕信高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 458－ 21：34．7	 6．0	
46 
 レッドアフレイム 牡6鹿 57

54 ▲武藤 雅 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社
吉田ファーム 440－ 41：34．8� 137．1


69 メイショウヤマホコ 牡8黒鹿57 横山 典弘松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 472－ 61：35．01� 45．1�
58 ス カ ル バ ン 牡4鹿 57 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 498－ 2 〃 クビ 6．5�
22 エクラミレネール 牝5芦 55 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 470± 0 〃 アタマ 5．7
814 キラービューティ 牝4栗 55

52 ▲横山 武史 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 アタマ 21．1�
11 サバイバルポケット 牝5鹿 55 丸田 恭介福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 21：35．32 13．9�
610 オンタケハート 牡7鹿 57 田中 勝春宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 490＋ 21：35．51� 130．5�
813 ニシノジャーニー 牡5青鹿 57

54 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 森 秀行 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 442－ 41：36．03 85．6�

33 ソルプレーサ 牡6黒鹿57 吉原 寛人西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 526＋ 61：36．53 92．7�
（川崎）

（14頭）

売 得 金
単勝： 100，571，700円 複勝： 132，185，900円 枠連： 62，544，500円
馬連： 246，286，900円 馬単： 97，056，700円 ワイド： 148，611，000円
3連複： 342，503，400円 3連単： 453，721，500円 計： 1，583，481，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 190円 � 250円 � 230円 枠 連（4－5） 1，130円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 810円 �� 850円 �� 930円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 22，600円

票 数

単勝票数 計1005717 的中 � 226595（1番人気）
複勝票数 計1321859 的中 � 202216（1番人気）� 127248（6番人気）� 147647（5番人気）
枠連票数 計 625445 的中 （4－5） 42810（4番人気）
馬連票数 計2462869 的中 �� 96382（8番人気）
馬単票数 計 970567 的中 �� 22483（8番人気）
ワイド票数 計1486110 的中 �� 47353（12番人気）�� 45231（14番人気）�� 40949（15番人気）
3連複票数 計3425034 的中 ��� 47066（19番人気）
3連単票数 計4537215 的中 ��� 14550（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．5―48．5―1：00．3―1：11．6―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランガディア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．7 新潟1着

2014．1．27生 牡4黒鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール 4戦3勝 賞金 24，700，000円
〔制裁〕 トーホウアイレス号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 ニシノアップルパイ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

５レース目



（30東京1）第5日 2月11日 （祝日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

270，590，000円
2，590，000円
19，900，000円
1，700，000円
31，820，000円
75，414，000円
5，014，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
847，975，300円
1，113，962，200円
450，855，500円
2，141，461，200円
960，172，900円
1，189，590，300円
2，804，702，600円
4，301，666，000円
702，919，600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 14，513，305，600円

総入場人員 40，189名 （有料入場人員 38，472名）
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