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03073 2月16日 晴 良 （31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

59 ペイシャネガノ 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 伊藤 正徳 新ひだか 友田牧場 458－ 21：20．5 3．5�
48 ヴァニラシェイク 牝3黒鹿54 三浦 皇成程田 真司氏 田中 博康 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 468 ―1：21．67 6．6�
35 フ ラ ン シ ス 牝3栗 54 浜中 俊田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 468－ 4 〃 アタマ 6．1�
510 ラブインブルーム 牝3青鹿 54

52 △菊沢 一樹�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 422＋ 41：21．81� 12．7�

24 ガ ウ ナ 牝3栗 54 田辺 裕信酒井 喜生氏 久保田貴士 浦河 小林 仁 488± 01：22．12 18．1�
12 モリトローテローゼ 牝3栗 54 伴 啓太石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 桑田 正己 466＋ 2 〃 ハナ 12．1	
815 ホーリーライン 牝3青鹿54 戸崎 圭太 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 426－ 8 〃 ハナ 13．2�
47 ヤマトフェニックス 牝3鹿 54 石川裕紀人醍醐 徹氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 452－ 21：22．63 16．7�
713 シャインベスト 牝3鹿 54 柴山 雄一�加藤牧場 青木 孝文 日高 加藤牧場 438＋ 81：23．34 52．6
714 ビレッジクライ 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎村山 輝雄氏 土田 稔 浦河 グランデファーム 448＋141：23．4クビ 290．7�
23 ペイシャアリ 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 平取 川向高橋育
成牧場 456 ―1：24．04 90．5�

11 カ ル ミ ッ チ 牝3青鹿 54
51 ▲木幡 育也平本 敏夫氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 468－101：24．1� 64．6�

611 サユルリトリンカ 牝3青鹿54 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 446＋20 〃 ハナ 29．4�
612 リ ゼ 牝3栗 54 蛯名 正義榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 21：24．52� 4．9�
36 チェリーズホット 牝3鹿 54 宮崎 北斗 TURH 浅野洋一郎 新ひだか 今 牧場 402－ 61：24．6� 310．6�
816 ミスアラカン 牝3栗 54 柴田 大知杉浦 和也氏 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 456＋ 61：25．55 82．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，715，900円 複勝： 47，134，600円 枠連： 15，328，200円
馬連： 62，492，600円 馬単： 27，548，900円 ワイド： 47，767，700円
3連複： 93，558，200円 3連単： 107，197，600円 計： 427，743，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 210円 � 190円 枠 連（4－5） 800円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 560円 �� 430円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 14，180円

票 数

単勝票数 計 267159 的中 � 60965（1番人気）
複勝票数 計 471346 的中 � 119644（1番人気）� 49145（4番人気）� 58039（3番人気）
枠連票数 計 153282 的中 （4－5） 14703（3番人気）
馬連票数 計 624926 的中 �� 32930（4番人気）
馬単票数 計 275489 的中 �� 7890（5番人気）
ワイド票数 計 477677 的中 �� 22076（3番人気）�� 29812（2番人気）�� 12528（12番人気）
3連複票数 計 935582 的中 ��� 26277（4番人気）
3連単票数 計1071976 的中 ��� 5480（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．3―30．3―43．2―55．7―1：07．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャネガノ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2019．1．19 中山3着

2016．3．9生 牝3栗 母 モンターニュドール 母母 ネ ガ ノ 3戦1勝 賞金 8，500，000円
〔制裁〕 ビレッジクライ号の調教師土田稔は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェリーズホット号・ミスアラカン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31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。
（非抽選馬） 5頭 アイアンゾーン号・カワイイスイーパー号・シダクティブノンコ号・ヒロコプリンセス号・モンタナウインド号

03074 2月16日 晴 良 （31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）
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
1：20．3

重
不良

48 ベルジュネス 牡3鹿 56 柴山 雄一岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 464＋ 21：28．1 13．7�
35 キングキャラット 牡3栗 56 柴田 大知田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 熊谷 武 506－ 81：28．31� 18．5�
36 ペイシャジュエル 牡3芦 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 新冠 ラツキー牧場 474± 01：28．51� 7．2�
611 ゼネラルヴィント 牡3黒鹿56 宮崎 北斗 �ジェネラルレーシング 伊藤 伸一 新冠 レジェンドファーム 508－ 41：28．6クビ 3．8�
714 タイセイガニアン 牡3鹿 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 藤春 修二 506± 01：28．7� 4．3�
612 ラインシャーロット 牝3黒鹿54 津村 明秀大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 456＋ 21：29．01� 250．5	
23 チェリーアトラス 牡3芦 56 横山 和生櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 富塚ファーム 498－ 2 〃 ハナ 26．7

24 シ ュ ン ラ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 446＋ 6 〃 クビ 26．2�
12 オスカーホール 牡3栗 56 杉原 誠人桜井 忠隆氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 496＋321：29．53 31．7�
11 タイキリヴェール 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹大樹ファーム 菊沢 隆徳 新ひだか 橋本牧場 468＋ 4 〃 ハナ 8．1�
59 ケイティロード 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎瀧本 和義氏 清水 英克 安平 追分ファーム 486＋141：29．6� 227．8�
713 セイウンクロノス 牡3青鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 野島牧場 440＋101：30．13 6．4�
816	 ウィガンテソーロ 牡3鹿 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 英 Hascombe and
Valiant Studs 528 ― 〃 ハナ 20．2�

47 ヨドノミラクル 
3栗 56 北村 宏司海原 聖一氏 鹿戸 雄一 浦河 林農場 474－ 21：30．2� 109．5�
815 ランドスケープ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 社台レースホース武井 亮 千歳 社台ファーム 494 ―1：31．05 28．5�
510 ディーエスブルーム 牡3黒鹿56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 456 ―1：32．59 185．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，502，600円 複勝： 46，963，400円 枠連： 18，633，600円
馬連： 63，429，500円 馬単： 28，126，200円 ワイド： 47，036，300円
3連複： 87，212，800円 3連単： 96，588，400円 計： 417，492，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 410円 � 480円 � 260円 枠 連（3－4） 2，430円

馬 連 �� 7，010円 馬 単 �� 15，030円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 1，270円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 14，370円 3 連 単 ��� 101，040円

票 数

単勝票数 計 295026 的中 � 17174（6番人気）
複勝票数 計 469634 的中 � 29352（6番人気）� 23820（7番人気）� 52625（4番人気）
枠連票数 計 186336 的中 （3－4） 5923（11番人気）
馬連票数 計 634295 的中 �� 7007（27番人気）
馬単票数 計 281262 的中 �� 1403（58番人気）
ワイド票数 計 470363 的中 �� 5625（28番人気）�� 9656（13番人気）�� 8916（16番人気）
3連複票数 計 872128 的中 ��� 4551（56番人気）
3連単票数 計 965884 的中 ��� 693（372番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．8―37．3―50．6―1：03．3―1：15．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルジュネス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．12．15 中山8着

2016．4．18生 牡3鹿 母 ツクバオトメ 母母 アカンプリッシュ 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 キングキャラット号の騎手柴田大知は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔その他〕 ディーエスブルーム号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 サトノジョニー号・ニーマルティアラ号

第１回 東京競馬 第７日



03075 2月16日 晴 良 （31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

12 ゴールドフレーム 牡3栗 56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 476± 01：39．6 5．9�
11 クリスタロス 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 41：39．91� 7．5�
611 スパーダネーラ 牡3青鹿56 北村 宏司畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ 438＋ 21：40．11� 42．7�
24 サクラルーフェン 牡3黒鹿56 石橋 脩�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 448＋ 6 〃 ハナ 4．6�
612 アミュリオン 牡3栗 56 松岡 正海吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 460＋181：40．73� 19．3�
47 ニシノオウキ 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中央牧場 474＋ 21：40．8� 42．2	
59 セイクリッドキング 牡3鹿 56 F．ミナリク K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 530＋ 61：40．9クビ 5．2


（独）

510 ム ニ ア イ ン 牡3栗 56 F．ブロンデル吉田 勝己氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 496＋10 〃 クビ 6．2�
（仏）

23 オ オ ゾ ラ 牡3鹿 56 石川裕紀人平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 534－ 21：41．11� 7．0�
48 ビービーパトリック 牡3黒鹿56 浜中 俊坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 530＋ 61：41．63 46．8�
815 ニシノドクターヘリ 牝3栗 54 津村 明秀西山 茂行氏 上原 博之 新冠 村上 欽哉 446＋141：41．8� 12．5�
713 ストーミーナイト �3鹿 56 蛯名 正義前田 幸治氏 鹿戸 雄一 新ひだか チャンピオンズファーム 456－101：43．18 52．8�
816 カズノマックイーン 牡3鹿 56 柴山 雄一鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 500－ 41：43．41� 307．2�
714 サンデーレイジ 牡3鹿 56 宮崎 北斗深見 富朗氏 伊藤 伸一 新冠 ハシモトフアーム 474 ― 〃 アタマ 290．0�
35 ラブラドレッセンス 牡3栗 56 杉原 誠人ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 474－ 61：43．72 216．0�
36 パワーゲーム 牡3栗 56 江田 照男大塚 亮一氏 高木 登 新冠 松浦牧場 482 ―1：44．87 81．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，840，000円 複勝： 52，692，500円 枠連： 22，787，200円
馬連： 66，751，200円 馬単： 30，291，600円 ワイド： 49，498，600円
3連複： 94，294，000円 3連単： 109，425，100円 計： 455，580，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 250円 � 240円 � 770円 枠 連（1－1） 2，150円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 860円 �� 3，550円 �� 3，910円

3 連 複 ��� 32，040円 3 連 単 ��� 106，910円

票 数

単勝票数 計 298400 的中 � 40294（3番人気）
複勝票数 計 526925 的中 � 59508（4番人気）� 61493（3番人気）� 15007（10番人気）
枠連票数 計 227872 的中 （1－1） 8182（9番人気）
馬連票数 計 667512 的中 �� 24857（10番人気）
馬単票数 計 302916 的中 �� 5958（15番人気）
ワイド票数 計 494986 的中 �� 15471（11番人気）�� 3515（38番人気）�� 3186（42番人気）
3連複票数 計 942940 的中 ��� 2207（99番人気）
3連単票数 計1094251 的中 ��� 742（357番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―36．2―49．0―1：02．0―1：14．4―1：26．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドフレーム �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2018．12．2 中山4着

2016．2．13生 牡3栗 母 ピュアマインド 母母 スプリングアマイン 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パワーゲーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31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 アイアムピッカピカ号・コパノサンデー号・ストレートパンチ号・タイセイグリード号・ドラジェブルー号・

トレンドボブ号・ボニーソックス号・ロードソレイユ号
※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 良 （31東京1）第7日 第4競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

714 チバタリアン 牝3芦 54 宮崎 北斗井上 久光氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 430 ―1：27．7 116．7�
612 メイショウカスガ 牝3栗 54 戸崎 圭太松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 462 ― 〃 アタマ 2．8�
11 ノボオリエンス 牝3栗 54 F．ミナリク�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 466 ―1：27．91� 4．8�

（独）

713 ブルーコーラル 牝3栗 54 三浦 皇成 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 434 ―1：28．32� 4．4�
47 ニューヨークキャプ 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 458 ―1：28．72� 36．7�
815 ロードトゥドラゴン 牡3鹿 56 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528 ―1：29．33� 5．4	
35 ビジュミノル 牝3栗 54 松岡 正海吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 484 ―1：29．61� 48．2

12 キュートアクトレス 牝3黒鹿54 柴山 雄一�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 396 ―1：29．91� 25．2�
36 トーセンコモドール 牡3鹿 56

55 ☆井上 敏樹島川 哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 480 ―1：30．32� 71．6�

24 ロコマイカイ 牝3栗 54
51 ▲山田 敬士平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 456 ―1：30．51	 31．5�

48 ビービーアライヴ 牝3鹿 54 伴 啓太�坂東牧場 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 456 ―1：31．24 13．4�
59 アンソランス 牝3黒鹿54 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 424 ― 〃 クビ 72．9�
816 タイガーストライプ 牡3芦 56 杉原 誠人�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 470 ―1：32．05 68．9�
611 テイエムアラタカ 牡3鹿 56 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 458 ― 〃 ハナ 106．6�
510 エ リ ー ベ ル 牝3鹿 54 F．ブロンデル谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 中田 英樹 462 ―1：33．06 53．0�

（仏）

23 アースペガー 牝3栗 54 西村 太一松山 増男氏 清水 英克 浦河 アイオイファーム 508 ―1：33．21 94．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，630，500円 複勝： 37，061，400円 枠連： 15，805，700円
馬連： 53，215，800円 馬単： 25，797，000円 ワイド： 37，400，400円
3連複： 69，387，600円 3連単： 88，077，100円 計： 354，375，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，670円 複 勝 � 2，380円 � 140円 � 180円 枠 連（6－7） 590円

馬 連 �� 24，870円 馬 単 �� 66，940円

ワ イ ド �� 8，130円 �� 9，070円 �� 310円

3 連 複 ��� 33，330円 3 連 単 ��� 348，930円

票 数

単勝票数 計 276305 的中 � 1894（16番人気）
複勝票数 計 370614 的中 � 2569（16番人気）� 89805（1番人気）� 55708（4番人気）
枠連票数 計 158057 的中 （6－7） 20688（1番人気）
馬連票数 計 532158 的中 �� 1658（50番人気）
馬単票数 計 257970 的中 �� 289（114番人気）
ワイド票数 計 374004 的中 �� 1074（59番人気）�� 962（62番人気）�� 37019（2番人気）
3連複票数 計 693876 的中 ��� 1561（84番人気）
3連単票数 計 880771 的中 ��� 183（725番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．5―12．6―12．7―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．6―49．2―1：01．9―1：14．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チバタリアン �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2016．5．1生 牝3芦 母 バクシンオージョ 母母 ファゼンデイロ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 エリーベル号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アースペガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31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 アッシャムス号・イベントホライズン号・ヴァージンビート号・エムオーマックス号・エメラルドアゲン号・

ジャストワンルック号・セドゥ号・ソダネー号・タイセイカリーノ号・タイセイブランシュ号・デルマヴォージュ号・
ナムラジョニー号・ノボリターン号・パイカジ号・ヒラヒラ号・ペイシャシャコンヌ号・ベルウッドガルチ号・
ラキウラ号・ランランウイング号・リネンアリス号・ローレルリース号

※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。



03077 2月16日 晴 良 （31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

35 マイネルミュトス 牡3青 56
54 △野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 61：46．5 17．9�
612 ミ ス マ リ ア 牝3鹿 54 石橋 脩山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 458＋12 〃 ハナ 6．2�
815 サトノエルドール 牡3鹿 56 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 468± 0 〃 クビ 2．7�
12 グレルグリーン 牡3黒鹿56 大野 拓弥斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 446－ 21：46．71 8．6�
816 ブレーヴユニコーン 牡3青鹿56 岩田 康誠諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 522＋ 8 〃 クビ 14．5�
24 ランペドゥーザ 牝3栗 54 江田 照男	ミルファーム 高市 圭二 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 472＋ 61：46．8� 77．4

36 グレイテスト 牝3芦 54 戸崎 圭太荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 462－ 2 〃 アタマ 3．3�
713 フィルストバーン �3黒鹿56 F．ミナリク�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B476＋ 21：47．01 57．0�

（独）

510 テンペスタージ 牡3鹿 56 浜中 俊�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 456± 01：47．1	 13．7
611 ウインメルシー 牝3鹿 54 内田 博幸�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 462－ 2 〃 クビ 18．7�
11 トチノファンタジア 牝3黒鹿54 勝浦 正樹阿部東亜子氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム 444 ―1：47．2	 95．7�
23 パティシエール 牝3黒鹿54 石川裕紀人ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 21：48．15 203．4�
47 マ ビ ヨ ン 牡3鹿 56 津村 明秀髙嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 468± 01：48．2� 193．2�
59 アンバラージュ 牝3鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 81：48．41
 293．0�
48 ビューティスマイル 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 田中 博康 新ひだか 千代田牧場 B478－ 41：48．5� 171．4�
714 トーセンキール 牡3鹿 56 横山 和生島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 490＋ 41：50．6大差 314．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，941，400円 複勝： 63，911，200円 枠連： 20，564，900円
馬連： 77，568，200円 馬単： 35，684，900円 ワイド： 57，873，400円
3連複： 106，099，900円 3連単： 128，528，000円 計： 532，171，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 300円 � 200円 � 130円 枠 連（3－6） 800円

馬 連 �� 6，430円 馬 単 �� 15，430円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 650円 �� 430円

3 連 複 ��� 5，090円 3 連 単 ��� 59，570円

票 数

単勝票数 計 419414 的中 � 18741（7番人気）
複勝票数 計 639112 的中 � 43096（6番人気）� 74246（3番人気）� 163628（1番人気）
枠連票数 計 205649 的中 （3－6） 19879（3番人気）
馬連票数 計 775682 的中 �� 9348（21番人気）
馬単票数 計 356849 的中 �� 1734（47番人気）
ワイド票数 計 578734 的中 �� 7284（22番人気）�� 23049（6番人気）�� 36501（2番人気）
3連複票数 計1060999 的中 ��� 15633（18番人気）
3連単票数 計1285280 的中 ��� 1564（192番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．3―11．8―12．0―12．1―11．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．1―46．9―58．9―1：11．0―1：22．5―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

マイネルミュトス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．10．14 京都5着

2016．4．13生 牡3青 母 マイネヌーヴェル 母母 マイネプリテンダー 6戦1勝 賞金 10，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンキール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 キタノインパクト号・ココリアッピア号・サンメドフォード号・ディヴァイン号・トーセンジェロニモ号・ライル号
※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 （31東京1）第7日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

79 ヴィッテルスバッハ 牡3鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 456－ 21：35．6 8．6�
811 ミモザイエロー 牝3栗 54 岩田 康誠青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 450＋ 2 〃 クビ 5．6�
44 ト ロ シ ュ ナ 牝3黒鹿54 北村 宏司 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：36．34 2．8�
22 レディマクベス 牝3黒鹿54 蛯名 正義ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 6 〃 クビ 2．7�
78 アヴォンリー 牝3栗 54

52 △野中悠太郎田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 456＋ 21：36．51� 23．3	
67 メリーメーキング 牡3黒鹿56 浜中 俊前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 446－101：36．6� 16．6

55 クロムウェル 牡3栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 438－ 21：36．91� 152．3�
33 ロカマドール 牝3鹿 54 三浦 皇成中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか 三石橋本牧場 434－ 6 〃 ハナ 13．9�
11 レディードリー 牝3青鹿54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 秋田牧場 444＋ 21：37．11	 17．3
810 ラバストーン 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 448－ 61：37．52	 260．6�
66 
 フルオブドリームズ 牝3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹岡田 牧雄氏 高木 登 愛 Racing
Trend Srl 432± 01：37．92	 139．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，403，500円 複勝： 48，990，300円 枠連： 12，935，000円
馬連： 67，327，400円 馬単： 35，229，900円 ワイド： 45，453，800円
3連複： 83，211，100円 3連単： 133，327，500円 計： 466，878，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 180円 � 170円 � 130円 枠 連（7－8） 1，570円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 730円 �� 400円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 20，060円

票 数

単勝票数 計 404035 的中 � 37213（4番人気）
複勝票数 計 489903 的中 � 60055（4番人気）� 67882（3番人気）� 121945（1番人気）
枠連票数 計 129350 的中 （7－8） 6375（6番人気）
馬連票数 計 673274 的中 �� 23123（9番人気）
馬単票数 計 352299 的中 �� 5300（19番人気）
ワイド票数 計 454538 的中 �� 14730（11番人気）�� 30195（4番人気）�� 32164（3番人気）
3連複票数 計 832111 的中 ��� 32522（7番人気）
3連単票数 計1333275 的中 ��� 4818（76番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．2―12．9―12．6―11．9―10．8―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．3―49．2―1：01．8―1：13．7―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F33．8
3 8－10，11（3，4）（1，2，6）7（5，9） 4 8－10，11，4（3，6，9）2（1，7）5

勝馬の
紹 介

ヴィッテルスバッハ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．8．25 新潟4着

2016．2．21生 牡3鹿 母 ケイティーズジェム 母母 ケイティーズファースト 4戦2勝 賞金 14，020，000円
〔制裁〕 ヴィッテルスバッハ号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※アヴォンリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

追 加 記 事（第 1回東京競馬第 5日第 1競走）
〔その他〕　　タイハクセイ号は，競走中に疾病〔右第１指骨剥離骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



03079 2月16日 晴 良 （31東京1）第7日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�

本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 925，000
925，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

36 ホ ノ カ 牝5鹿 55
53 △野中悠太郎岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B480± 01：26．7 14．6�

816 ミンネザング 牝5鹿 55 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：26．8� 14．9�

815 ジ ョ ワ イ ユ 牝5鹿 55 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 462＋ 21：27．01� 6．9�

612 ガ チ コ 牝5鹿 55 石川裕紀人�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 476＋ 6 〃 クビ 2．6�
713 ジャンティエス 牝4栗 55 江田 照男落合 幸弘氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 同着 6．9	
24 メイショウルミナス 牝5黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也松本 好雄氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 482＋201：27．1� 83．7

35 クリノヴィクトリア 牝5栗 55

52 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 436± 01：27．2� 13．0�
714 ヒカリトップメモリ 牝6鹿 55 岩田 康誠�ヒカリクラブ 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 482－ 21：27．3クビ 14．6�
11 グラスルーナ 牝4栗 55 内田 博幸半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 494＋ 6 〃 クビ 17．7
59 ゴロンドリーナ 牝4栗 55 F．ブロンデル吉田 和美氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：27．83 14．2�

（仏）

48 グ ロ グ ラ ン 牝4栗 55 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 478＋ 21：28．01� 54．2�
23 ロマンスマジック 牝5栗 55 津村 明秀�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 452＋121：28．21 26．7�
12 	 スプレンジーナ 牝4栗 55

53 △菊沢 一樹�長浜牧場 大和田 成 千歳 社台ファーム 394－121：28．3� 124．3�
47 	 ラ フ ァ ー ガ 牝7青鹿 55

52 ▲山田 敬士岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 492± 01：28．72� 30．2�
510	 ミ サ コ 牝4芦 55 戸崎 圭太由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 酒井牧場 474－ 71：28．91� 13．9�
611	 ゴールドムーン 牝4鹿 55 勝浦 正樹野口 弘司氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 444－101：29．43 173．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，495，900円 複勝： 53，522，300円 枠連： 25，492，000円
馬連： 77，634，900円 馬単： 32，230，100円 ワイド： 57，763，000円
3連複： 108，709，800円 3連単： 126，630，000円 計： 517，478，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 380円 � 420円 � 210円 枠 連（3－8） 1，600円

馬 連 �� 8，810円 馬 単 �� 20，060円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 1，490円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 17，580円 3 連 単 ��� 122，400円

票 数

単勝票数 計 354959 的中 � 19329（8番人気）
複勝票数 計 535223 的中 � 34477（4番人気）� 30778（6番人気）� 75955（2番人気）
枠連票数 計 254920 的中 （3－8） 12311（7番人気）
馬連票数 計 776349 的中 �� 6826（31番人気）
馬単票数 計 322301 的中 �� 1205（79番人気）
ワイド票数 計 577630 的中 �� 6113（30番人気）�� 10045（14番人気）�� 10464（13番人気）
3連複票数 計1087098 的中 ��� 4637（60番人気）
3連単票数 計1266300 的中 ��� 750（408番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―36．0―49．0―1：01．6―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホ ノ カ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 El Prado デビュー 2016．8．20 新潟9着

2014．4．6生 牝5鹿 母 ヴ イ プ ラ ド 母母 Graceful Manor 24戦3勝 賞金 26，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エアコンヴィーナ号・ミッキーマンドリン号
※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 （31東京1）第7日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

815 オールウェイズゼア 牡5黒鹿 57
54 ▲木幡 育也グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 486± 01：39．2 5．7�

35 キ ル ロ ー ド 牡4鹿 57 三浦 皇成エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 498± 0 〃 クビ 5．1�
611 ポップアップスター 牡5青鹿57 内田 博幸 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 520＋ 61：39．51� 4．4�
47 ヨクエロマンボ �6芦 57 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456± 01：39．71 12．5�
23 ラスティユース 牡4栗 57 岩田 康誠小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 484＋ 41：39．8クビ 7．1	
814 クワトロダッシュ 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也ザ・チャンピオンズ 牧 光二 日高 チャンピオン
ズファーム 486＋ 41：39．9� 42．3


34 ダイヤクリーガー 牡4黒鹿 57
54 ▲山田 敬士 �ダイヤモンドファーム 大江原 哲 浦河 ダイヤモンドファーム 530＋181：40．11� 107．2�

46 グラデュエイト 牡4青鹿57 西村 太一阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 508＋ 21：40．2クビ 29．8�
22 ユイノチョッパー 牡4黒鹿57 大野 拓弥由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B510＋ 8 〃 クビ 5．2
712 フラワーストリーム �4鹿 57 津村 明秀花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B468－ 61：40．73 48．3�
59 	 ソールライト 牡4芦 57 勝浦 正樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 490± 01：40．8
 103．5�
58 メイショウアテン 牝5鹿 55 北村 宏司松本 好雄氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 484＋121：41．01� 49．2�
11 スズカミラージュ 牡6鹿 57

55 △菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 武 牧場 490＋101：41．21� 144．6�
610 ヤマニンシーベリー 牝5栗 55 F．ブロンデル土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 454－ 21：41．3クビ 43．8�

（仏）

713 プローシブル 牡4栗 57 戸崎 圭太伊東 純一氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：43．0大差 9．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，984，900円 複勝： 60，077，400円 枠連： 26，687，200円
馬連： 91，505，400円 馬単： 37，150，300円 ワイド： 58，612，700円
3連複： 120，704，100円 3連単： 140，518，100円 計： 572，240，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 170円 � 160円 枠 連（3－8） 1，850円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 490円 �� 530円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 19，920円

票 数

単勝票数 計 369849 的中 � 51491（4番人気）
複勝票数 計 600774 的中 � 78149（4番人気）� 94455（2番人気）� 99233（1番人気）
枠連票数 計 266872 的中 （3－8） 11150（10番人気）
馬連票数 計 915054 的中 �� 45772（6番人気）
馬単票数 計 371503 的中 �� 7755（20番人気）
ワイド票数 計 586127 的中 �� 30834（2番人気）�� 28350（4番人気）�� 26415（6番人気）
3連複票数 計1207041 的中 ��� 30576（9番人気）
3連単票数 計1405181 的中 ��� 5112（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―24．0―36．4―49．2―1：01．9―1：14．2―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールウェイズゼア �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ワ レ ン ダ ー デビュー 2017．1．28 東京9着

2014．5．3生 牡5黒鹿 母 ニュースターガール 母母 オリオンザレモン 22戦2勝 賞金 31，600，000円
［他本会外：3戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出走取消馬 ミッキーチャイルド号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カーネリアン号・シーホース号
（非抽選馬） 5頭 ケルベロス号・スカイソング号・ナイトジュレップ号・マイネルレンカ号・ユキノアンビシャス号
※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 （31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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

11 アトミックフォース 牡3鹿 56 田辺 裕信吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 464± 01：59．9 22．1�
88 シ フ ル マ ン 牡3芦 56 石橋 脩�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 496－ 82：00．11� 19．5�
33 シャドウディーヴァ 牝3黒鹿54 岩田 康誠�Shadow 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 468± 02：00．2� 2．2�
77 アップライトスピン 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 62：00．41 7．8�
66 パ ト リ ッ ク 牡3鹿 56 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 468± 0 〃 クビ 11．5	

55 エ デ リ ー 牡3鹿 56 杉原 誠人ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520＋ 42：01．14 6．9


44 ホウオウサーベル 牡3鹿 56 蛯名 正義小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 488＋122：01．41� 2．9�
22 マイネルエキサイト 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 坂本 春雄 476－ 42：01．5� 76．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 61，650，800円 複勝： 66，866，600円 枠連： 発売なし
馬連： 102，036，300円 馬単： 54，594，200円 ワイド： 56，799，500円
3連複： 108，481，100円 3連単： 255，788，000円 計： 706，216，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 420円 � 340円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 10，520円 馬 単 �� 23，100円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 810円 �� 680円

3 連 複 ��� 7，430円 3 連 単 ��� 83，010円

票 数

単勝票数 計 616508 的中 � 22306（7番人気）
複勝票数 計 668666 的中 � 24937（7番人気）� 32195（6番人気）� 291142（1番人気）
馬連票数 計1020363 的中 �� 7511（22番人気）
馬単票数 計 545942 的中 �� 1772（43番人気）
ワイド票数 計 567995 的中 �� 6222（21番人気）�� 18228（11番人気）�� 22132（8番人気）
3連複票数 計1084811 的中 ��� 10939（27番人気）
3連単票数 計2557880 的中 ��� 2234（181番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―11．7―12．2―12．6―12．6―12．4―11．3―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―36．1―48．3―1：00．9―1：13．5―1：25．9―1：37．2―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．0

3 2－8－7（1，3）（5，4）6
2
4
2，8－7（1，3）4（5，6）
2，8，7（1，3）（5，4）6

勝馬の
紹 介

アトミックフォース 
�
父 ワークフォース 

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．7．1 福島2着

2016．4．16生 牡3鹿 母 タックスシェルター 母母 タックスヘイブン 7戦2勝 賞金 21，996，000円

03082 2月16日 晴 良 （31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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

22 サトノティターン 牡6黒鹿57 石橋 脩里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 572－ 42：10．7 6．8�
55 デザートスネーク �5鹿 57 三浦 皇成石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 488－ 22：11．34 8．6�
67 アドマイヤビクター 牡4鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512± 02：11．4	 1．7�
812 ナンヨープルートー 牡5鹿 57 田辺 裕信中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 510－ 62：11．61 28．9�
33 マイネルクラース 牡5鹿 57 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 462＋ 22：11．91
 27．0�
79 サ ノ サ マ ー 牡5栗 57 内田 博幸佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 478＋ 42：12．21
 8．7	
44 メイプルブラザー 牡5栗 57 戸崎 圭太節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 476－ 4 〃 ハナ 14．2

68 ピアシングステア 牡7栗 57 木幡 巧也水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 504＋ 42：12．52 159．9�
11 ニーマルサンデー 牡5青鹿57 大野 拓弥板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 480＋ 42：12．92 15．3�
811 ミッキーポジション 牡4鹿 56 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 496－ 6 〃 クビ 15．6
710 ネイビーブルー 牡6鹿 57 浜中 俊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 510± 02：15．2大差 69．0�
56 ウインブルーローズ 牡7鹿 57 宮崎 北斗�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 500＋ 22：16．05 189．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 75，758，200円 複勝： 102，076，100円 枠連： 30，293，900円
馬連： 162，269，200円 馬単： 71，454，000円 ワイド： 98，422，400円
3連複： 219，212，600円 3連単： 317，859，700円 計： 1，077，346，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 170円 � 170円 � 110円 枠 連（2－5） 3，070円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 690円 �� 310円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 14，600円

票 数

単勝票数 計 757582 的中 � 88126（2番人気）
複勝票数 計1020761 的中 � 117309（4番人気）� 117723（2番人気）� 348854（1番人気）
枠連票数 計 302939 的中 （2－5） 7639（13番人気）
馬連票数 計1622692 的中 �� 50505（8番人気）
馬単票数 計 714540 的中 �� 10300（16番人気）
ワイド票数 計 984224 的中 �� 32268（7番人気）�� 83439（3番人気）�� 97085（1番人気）
3連複票数 計2192126 的中 ��� 119019（1番人気）
3連単票数 計3178597 的中 ��� 15778（45番人気）

ハロンタイム 7．3―11．8―12．6―12．5―12．5―12．5―12．2―12．3―12．3―12．2―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―19．1―31．7―44．2―56．7―1：09．2―1：21．4―1：33．7―1：46．0―1：58．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノティターン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2016．7．30 新潟1着

2013．5．5生 牡6黒鹿 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle 8戦4勝 賞金 57，768，000円



03083 2月16日 曇 良 （31東京1）第7日 第11競走 ��
��3，400�第69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，30．2．17以降31．2．11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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
3：29．4
3：29．4

良
良

810 ユーキャンスマイル 牡4鹿 54 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484－ 83：31．5 1．7�

78 サンデームーティエ 牡5栗 50 江田 照男戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 438－ 43：31．92� 51．1�
22 カフェブリッツ 牡6鹿 54 蛯名 正義西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 546＋ 23：32．11� 8．4�
77 ソールインパクト 牡7芦 54 田辺 裕信窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490 3：32．2� 17．1�

66 ララエクラテール 牡7鹿 51 戸崎 圭太フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B436＋ 23：32．51	 10．4�
（法942）

89 グローブシアター 牡5黒鹿55 浜中 俊 	キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444－ 8 〃 クビ 3．7

33 シ ホ ウ 牡8鹿 53 大野 拓弥	協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 B496－203：32．81	 71．1�
11 ルミナスウォリアー 牡8鹿 56 柴山 雄一 	サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 クビ 18．8�
44 ピッツバーグ 
6鹿 49 松岡 正海�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 494－ 63：32．9	 29．3
55 ブライトバローズ 牡7鹿 54 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 504＋ 63：33．75 62．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 117，001，700円 複勝： 308，258，800円 枠連： 56，167，600円
馬連： 316，046，300円 馬単： 170，972，700円 ワイド： 168，070，400円
3連複： 461，484，200円 3連単： 1，004，723，800円 計： 2，602，725，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 680円 � 210円 枠 連（7－8） 820円

馬 連 �� 4，750円 馬 単 �� 6，920円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 320円 �� 3，980円

3 連 複 ��� 8，630円 3 連 単 ��� 40，420円

票 数

単勝票数 計1170017 的中 � 539543（1番人気）
複勝票数 計3082588 的中 � 2215120（1番人気）� 30901（8番人気）� 140582（3番人気）
枠連票数 計 561676 的中 （7－8） 53079（4番人気）
馬連票数 計3160463 的中 �� 51477（13番人気）
馬単票数 計1709727 的中 �� 18505（19番人気）
ワイド票数 計1680704 的中 �� 29431（13番人気）�� 153845（2番人気）�� 9834（30番人気）
3連複票数 計4614842 的中 ��� 40081（23番人気）
3連単票数 計10047238 的中 ��� 18021（101番人気）

ハロンタイム 13．3―11．6―11．9―12．3―13．0―12．4―12．7―13．8―13．3―13．1―13．0―12．6―12．1―12．0―11．3―11．4
―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．3―24．9―36．8―49．1―1：02．1―1：14．5―1：27．2―1：41．0―1：54．3―2：07．4―2：20．4―2：33．0

2，600� 2，800� 3，000� 3，200�
―2：45．1―2：57．1―3：08．4―3：19．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユーキャンスマイル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．11．5 京都2着

2015．5．3生 牡4鹿 母 ムードインディゴ 母母 リープフォージョイ 10戦4勝 賞金 120，272，000円

03084 2月16日 曇 良 （31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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

58 オルレアンローズ 牝6鹿 55 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 新冠 ヒカル牧場 484－ 61：21．2 10．1�

813 スイーズドリームス 牡5鹿 57 F．ミナリク大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500± 0 〃 アタマ 14．8�
（独）

22 チャレアーダ 牝5鹿 55 石橋 脩ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470－ 41：21．3� 2．8�

814 ウィンドライジズ 牡5鹿 57
56 ☆木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 472＋ 2 〃 ハナ 4．1�

46 ラストプリマドンナ 牝4鹿 55 津村 明秀 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：21．4	 4．3	
34 ツ ヅ ク 牝5鹿 55 大野 拓弥清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 450± 01：21．5	 25．7

11 プッシュアゲン 牡6栗 57

55 △野中悠太郎浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 518± 01：21．71
 95．1�
57 エクラミレネール 牝6芦 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 41：21．8クビ 64．8�
33 ブレッシングテレサ 牝6青鹿55 浜中 俊 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 476－12 〃 ハナ 11．2
45 モリトユウブ 牡4鹿 57 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 494－ 4 〃 クビ 19．3�
69 フ ァ ド 牝6栗 55 岩田 康誠 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 500＋ 21：21．9	 28．3�
712 ロードライト 牝4青鹿55 石川裕紀人榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 B428＋161：22．32� 119．3�
610 ミエノドリーマー 牡6栗 57

54 ▲木幡 育也里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 B466＋ 21：22．5	 54．5�
711� ディーズエフォート 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 458＋ 21：22．71� 240．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 75，579，500円 複勝： 82，048，200円 枠連： 42，954，400円
馬連： 170，195，200円 馬単： 77，220，200円 ワイド： 107，466，700円
3連複： 238，825，500円 3連単： 339，734，800円 計： 1，134，024，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 300円 � 330円 � 150円 枠 連（5－8） 1，290円

馬 連 �� 6，760円 馬 単 �� 12，700円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 780円 �� 850円

3 連 複 ��� 7，600円 3 連 単 ��� 63，560円

票 数

単勝票数 計 755795 的中 � 59583（4番人気）
複勝票数 計 820482 的中 � 61263（5番人気）� 55252（6番人気）� 177373（1番人気）
枠連票数 計 429544 的中 （5－8） 25684（5番人気）
馬連票数 計1701952 的中 �� 19490（23番人気）
馬単票数 計 772202 的中 �� 4560（43番人気）
ワイド票数 計1074667 的中 �� 14104（22番人気）�� 36120（6番人気）�� 33067（9番人気）
3連複票数 計2388255 的中 ��� 23564（22番人気）
3連単票数 計3397348 的中 ��� 3875（194番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―11．7―11．3―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―34．8―46．5―57．8―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オルレアンローズ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．12．20 中山1着

2013．5．2生 牝6鹿 母 テンザンローズ 母母 コウエイシャダイ 18戦4勝 賞金 47，857，000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。



（31東京1）第7日 2月16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 166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

243，740，000円
22，500，000円
1，170，000円
29，020，000円
67，612，000円
4，486，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
598，504，900円
969，602，800円
287，649，700円
1，310，472，000円
626，300，000円
832，164，900円
1，791，180，900円
2，848，398，100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 9，264，273，300円

総入場人員 28，931名 （有料入場人員 27，552名）
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