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03036 2月4日 曇 不良 （30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
1：21．5
1：21．5

重
不良

714 ピオレドール 牡3鹿 56 大野 拓弥 �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 470＋ 41：25．0 10．9�

611 クリムズンフラッグ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 516＋ 21：25．21� 3．0�
510 ヴ ィ ー ダ 牡3栗 56 柴山 雄一中村 広樹氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 432＋ 81：25．3� 132．0�
12 シ シ ハ ク ト 牡3鹿 56 戸崎 圭太�イージス 加藤 征弘 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 488± 01：25．51� 11．9�
23 ウサギノダンス 牡3黒鹿56 柴田 大知桐谷 茂氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 480＋ 4 〃 アタマ 17．8	
47 バットオールソー 牡3栗 56 田辺 裕信久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 21：25．6� 4．1

612 デルマカミカゼ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 452－ 61：25．81 175．5�
24 インコントロ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 小倉牧場 438＋ 41：26．01 346．4�
713 ナイトジュレップ 牡3栗 56 池添 謙一 �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 480－ 21：26．21� 35．1
35 プラズマディライト 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎ポリッシュホースメイト中舘 英二 新ひだか 城市 公 438＋ 4 〃 ハナ 486．6�
816 タイガーアイ 牝3鹿 54 武士沢友治桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 404－ 41：26．41� 106．4�
11 � セイウンアカマイ 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅西山 茂行氏 上原 博之 米
Pollock Farms, T &
C Kentucky Inc &
Arthur Maberry

456＋ 21：26．61	 7．4�
815 ミスティカル 牡3鹿 56 横山 典弘�Basic 田村 康仁 新ひだか 小倉 光博 466± 01：27．13 4．0�
36 ミ フ ラ ー ブ 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 41：27．84 290．6�
48 ククリナイフ 牡3黒鹿56 大庭 和弥田頭 勇貴氏 谷原 義明 日高 豊洋牧場 444＋161：28．12 460．2�
59 ソウシソウアイ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也西村新一郎氏 天間 昭一 青森 織笠 時男 462－ 61：30．1大差 276．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，235，800円 複勝： 58，605，400円 枠連： 18，798，800円
馬連： 85，808，300円 馬単： 41，413，300円 ワイド： 54，850，500円
3連複： 124，926，600円 3連単： 154，196，900円 計： 577，835，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 340円 � 130円 � 1，780円 枠 連（6－7） 1，460円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 700円 �� 13，090円 �� 4，490円

3 連 複 ��� 41，940円 3 連 単 ��� 170，150円

票 数

単勝票数 計 392358 的中 � 28786（5番人気）
複勝票数 計 586054 的中 � 36836（6番人気）� 174752（1番人気）� 5766（10番人気）
枠連票数 計 187988 的中 （6－7） 9942（7番人気）
馬連票数 計 858083 的中 �� 37628（6番人気）
馬単票数 計 414133 的中 �� 7338（20番人気）
ワイド票数 計 548505 的中 �� 21454（5番人気）�� 1038（46番人気）�� 3059（30番人気）
3連複票数 計1249266 的中 ��� 2234（70番人気）
3連単票数 計1541969 的中 ��� 657（333番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．7―12．4―12．3―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．5―47．9―1：00．2―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピオレドール �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Street Cry デビュー 2017．11．12 東京5着

2015．4．19生 牡3鹿 母 アースグリーン 母母 Sauveteur 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 インコントロ号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソウシソウアイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月4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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エムティティアラ号・タツオウカランブ号・フィールグッド号
（非抽選馬） 6頭 グラスルーナ号・サンアニストン号・ディーズパーチェス号・ドラゴンホール号・ファシナンテ号・

ブラックコニャック号

03037 2月4日 曇 不良 （30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

714 ロビンズソング 牡3黒鹿56 丸山 元気吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B532－ 62：13．5 3．1�
59 ヘッドスタート 牡3芦 56 三浦 皇成山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 460＋ 22：14．67 3．9�
35 ネ コ マ ヒ カ 牡3栗 56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 528＋ 42：15．02� 23．5�
48 ユイノチョッパー 牡3黒鹿56 川田 将雅由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 504＋ 22：15．1� 7．5�
612 ドリームライザー 牡3栗 56 田辺 裕信片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 538± 0 〃 ハナ 54．3�
36 コスモターンブルー 牡3青 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 504－ 42：15．2クビ 34．5	
816 ショウナンカルロ 牡3鹿 56 丹内 祐次�湘南 古賀 史生 平取 稲原牧場 534± 02：15．3� 17．5

815 タイセイカレッジ 牡3芦 56 大野 拓弥田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 436－ 22：15．72� 12．2�
47 プリズムレイン 牡3鹿 56 北村 宏司堀口 晴男氏 新開 幸一 日高 日西牧場 472＋ 42：15．91� 23．7�
713 キタノアラムシャ 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 468＋ 62：16．21� 24．9
23 ティアマリア 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 B442－ 42：16．3� 37．1�
611 トゥモローアンセム 牡3栗 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 坂本 智広 B462＋ 42：16．93� 228．7�
24 ココリシャイン 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也美﨑光二郎氏 古賀 慎明 様似 様似共栄牧場 476＋ 4 〃 アタマ 249．7�
510 シャイニードラード 牡3栗 56 柴山 雄一小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 508＋ 22：17．85 58．9�
11 レ ジ ス タ 牡3鹿 56 蛯名 正義村野 康司氏 小島 太 千歳 社台ファーム B496＋ 22：18．01� 5．5�
12 タマモビックリ 牡3栗 56

53 ▲横山 武史タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B496＋ 62：18．42� 143．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，905，500円 複勝： 55，097，400円 枠連： 22，269，400円
馬連： 83，014，500円 馬単： 36，679，500円 ワイド： 55，619，400円
3連複： 111，306，500円 3連単： 118，835，600円 計： 515，727，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 150円 � 410円 枠 連（5－7） 680円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，140円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 17，640円

票 数

単勝票数 計 329055 的中 � 83640（1番人気）
複勝票数 計 550974 的中 � 115361（1番人気）� 112818（2番人気）� 23562（8番人気）
枠連票数 計 222694 的中 （5－7） 25067（1番人気）
馬連票数 計 830145 的中 �� 76068（1番人気）
馬単票数 計 366795 的中 �� 17588（2番人気）
ワイド票数 計 556194 的中 �� 45613（1番人気）�� 11886（12番人気）�� 9498（15番人気）
3連複票数 計1113065 的中 ��� 18932（10番人気）
3連単票数 計1188356 的中 ��� 4883（32番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―12．7―13．2―13．4―13．2―12．8―13．0―12．2―12．0―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．7―31．4―44．6―58．0―1：11．2―1：24．0―1：37．0―1：49．2―2：01．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロビンズソング �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．8 東京9着

2015．3．4生 牡3黒鹿 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー 4戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シゲルジャンボイモ号・ホウオウウィング号

第１回 東京競馬 第４日



03038 2月4日 晴 不良 （30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

23 ノ ヴ ィ ア 牝3鹿 54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478－ 21：38．3 21．3�

611 カグラヤルージュ 牝3黒鹿54 菅原 隆一西村 亮二氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 466＋ 21：38．4� 6．3�
713 ポルカシュネル 牝3鹿 54 田中 勝春 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474＋101：38．5� 25．5�
12 ラインアストリア 牝3鹿 54 戸崎 圭太大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 474－ 41：38．92 4．7�
59 フ ク キ タ ル 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎佐藤 範夫氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 444± 01：39．21� 11．4�
48 シーザライト 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹広尾レース	 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 500＋ 4 〃 アタマ 227．9

47 ダイワルーシー 牝3鹿 54 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452－ 21：39．41� 61．3�
510 クリアロマンス 牝3芦 54 内田 博幸伊東 純一氏 小笠 倫弘 新ひだか タツヤファーム 456＋ 2 〃 ハナ 113．1�
35 ペイシャスター 牝3黒鹿54 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 飯岡牧場 494＋20 〃 ハナ 148．8
815 ムールヴェードル 牝3青 54 浜中 俊 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502＋221：39．71� 9．6�
24 レッドアマポーラ 牝3青鹿54 吉田 隼人�コオロ 萱野 浩二 新冠 細川農場 452－ 4 〃 アタマ 18．6�
11 ゴールデンライラ 牝3栗 54 石橋 脩 H.F Association 高橋 文雅 新ひだか 増本牧場 468 ―1：39．8� 116．3�
612 サンローレンス 牝3青鹿54 松岡 正海 	加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 452± 01：39．9クビ 124．6�
36 グリズリダンス 牝3鹿 54 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 464＋ 21：40．11� 16．7�
714 ブルベアクワイ 牝3鹿 54 田辺 裕信 	ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 6 〃 アタマ 10．4�
816 リビングマイライフ 牝3鹿 54 大野 拓弥	G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 01：40．41� 2．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，656，000円 複勝： 62，360，900円 枠連： 23，283，300円
馬連： 86，980，700円 馬単： 37，914，000円 ワイド： 60，568，000円
3連複： 118，340，400円 3連単： 129，381，200円 計： 561，484，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 680円 � 220円 � 600円 枠 連（2－6） 3，360円

馬 連 �� 8，250円 馬 単 �� 16，800円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 5，950円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 51，870円 3 連 単 ��� 279，170円

票 数

単勝票数 計 426560 的中 � 16015（9番人気）
複勝票数 計 623609 的中 � 21236（10番人気）� 91786（3番人気）� 24837（9番人気）
枠連票数 計 232833 的中 （2－6） 5366（14番人気）
馬連票数 計 869807 的中 �� 8166（29番人気）
馬単票数 計 379140 的中 �� 1692（57番人気）
ワイド票数 計 605680 的中 �� 6248（30番人気）�� 2595（49番人気）�� 6825（27番人気）
3連複票数 計1183404 的中 ��� 1711（127番人気）
3連単票数 計1293812 的中 ��� 336（702番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．4―48．0―1：00．5―1：13．0―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ヴ ィ ア �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2017．9．3 新潟12着

2015．3．8生 牝3鹿 母 リ メ レ ン ス 母母 Nijinsky’s Lover 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 ゴールデンライラ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 ドクターデューン号
（非抽選馬） 1頭 ツキミザケ号

03039 2月4日 晴 不良 （30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

816 アサクサスポット 牡3鹿 56
53 ▲武藤 雅田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 520 ―1：39．5 4．4�

36 トーセンアリエス 牡3栗 56
55 ☆木幡 初也島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 500 ―1：39．6� 68．5�
611 マサノアッレーグラ 牝3芦 54 柴山 雄一中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 482 ―1：39．81 30．0�
612 ヒ ズ ラ イ フ 牡3鹿 56 丸田 恭介�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 496 ― 〃 クビ 16．6�
11 スイングアリュール 牝3栗 54 伊藤 工真平井 裕氏 金成 貴史 浦河 岡部牧場 462 ―1：39．9クビ 20．9	
59 クインズプリンセス 牝3栗 54

51 ▲横山 武史阿部 善武氏 大和田 成 新冠 樋渡 志尚 422 ―1：40．11� 115．2

12 ロジペルレスト 牡3栗 56 池添 謙一久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 518 ―1：40．2� 24．9�
24 アポロプリンセス 牝3栗 54 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム 484 ―1：40．3� 48．5�
815 タイセイステラ 牝3黒鹿54 田中 勝春田中 成奉氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 472 ―1：40．61� 7．5
714 フクノブラッサム 牝3鹿 54 北村 宏司福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 木戸口牧場 526 ― 〃 アタマ 45．3�
510 アナザーサイレンス 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 壮史氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 476 ―1：40．81� 47．2�
23 シトワイアン 牡3栗 56 大野 拓弥髙橋 貴士氏 尾関 知人 浦河 小島牧場 432 ―1：41．01� 25．3�
713 リーゼントアイリス 牝3黒鹿54 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 416 ―1：42．38 8．8�
48 ロワセレスト 牡3鹿 56 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 長谷川牧場 518 ―1：42．72� 2．2�
35 コヨーテビュート 牝3黒鹿54 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 424 ―1：49．0大差 36．1�
47 アリアナフォンテン 牝3鹿 54 岩部 純二吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 478 ―1：49．21 263．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，713，100円 複勝： 46，256，600円 枠連： 26，696，200円
馬連： 69，300，800円 馬単： 34，483，000円 ワイド： 51，280，900円
3連複： 93，817，400円 3連単： 110，914，200円 計： 472，462，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 1，670円 � 640円 枠 連（3－8） 3，890円

馬 連 �� 13，760円 馬 単 �� 20，750円

ワ イ ド �� 4，400円 �� 2，400円 �� 10，970円

3 連 複 ��� 83，460円 3 連 単 ��� 396，120円

票 数

単勝票数 計 397131 的中 � 71202（2番人気）
複勝票数 計 462566 的中 � 75051（2番人気）� 6079（14番人気）� 17066（9番人気）
枠連票数 計 266962 的中 （3－8） 5314（15番人気）
馬連票数 計 693008 的中 �� 3903（41番人気）
馬単票数 計 344830 的中 �� 1246（64番人気）
ワイド票数 計 512809 的中 �� 3003（53番人気）�� 5586（25番人気）�� 1192（88番人気）
3連複票数 計 938174 的中 ��� 843（212番人気）
3連単票数 計1109142 的中 ��� 203（1008番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．1―48．5―1：01．2―1：13．8―1：26．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アサクサスポット �
�
父 ワークフォース �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2015．2．16生 牡3鹿 母 プライムアクトレス 母母 プライムステージ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 リーゼントアイリス号の騎手松岡正海は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コヨーテビュート号・アリアナフォンテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

3月4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20頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）20頭 アドマイヤヒビキ号・アマイロ号・アルマアルジーヌ号・ヴェスティード号・キクノシャイン号・コットンクラブ号・

コーズウェイベイ号・ゴールドクロス号・サンダルース号・サンビリングス号・ジッピー号・シリウスインパクト号・
シンカンゴッホ号・シンシアリティー号・ドミネーター号・トークフレンドリー号・ナムラジュノー号・
マイネルジュニパー号・マイネルドゥーナ号・ラインアスコット号



03040 2月4日 晴 稍重 （30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

12 アモーレミオ 牝3芦 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 41：49．0 2．0�

611 カーロバンビーナ 牝3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 396－121：49．31� 4．7�
510 トーセンヴィガー 牡3鹿 56 吉田 隼人島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 クビ 17．2�
11 ナリノレーヴドール 牡3鹿 56 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 444＋ 21：49．51� 27．3�
815 ヴィラバドラ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎金山 敏也氏 奥村 武 日高 日高大洋牧場 464± 01：49．71 95．5	
47 ラヴベローナ 牝3鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 21：49．91� 9．4

36 アオイリョウマ 牡3鹿 56 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 444－10 〃 クビ 16．6�
59 ケイアイスープラ 牡3鹿 56 大野 拓弥亀田 和弘氏 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 438－ 41：50．0クビ 16．5�
24 ソロフレーズ 牡3青鹿56 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 2 〃 クビ 187．6
48 サンクエトワール 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 374－ 21：50．21� 127．5�
612 カプリロマン 牝3鹿 54 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 浦河 不二牧場 428± 0 〃 クビ 423．9�
816 シルフィウム 牡3黒鹿56 石橋 脩 �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 41：50．3	 6．5�
713 ブルーハワイアン 牝3栗 54 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 460＋ 21：50．4	 25．1�
23 マインプリンセス 牝3鹿 54 的場 勇人峰 哲馬氏 的場 均 日高 宝寄山 忠則 398－ 8 〃 アタマ 367．7�
35 
 ダディズテソーロ �3青鹿 56

55 ☆井上 敏樹了德寺健二氏 斎藤 誠 米 Teresa Viola Rac-
ing Stable, LLC 446－ 61：51．25 175．9�

714 ニシノムソウ 牡3黒鹿56 丸田 恭介西山 茂行氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 484＋121：51．41� 128．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，096，900円 複勝： 56，860，100円 枠連： 22，403，600円
馬連： 92，509，100円 馬単： 46，386，900円 ワイド： 63，988，800円
3連複： 122，503，700円 3連単： 163，041，500円 計： 612，790，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 150円 � 290円 枠 連（1－6） 470円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 250円 �� 740円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 8，320円

票 数

単勝票数 計 450969 的中 � 174680（1番人気）
複勝票数 計 568601 的中 � 166082（1番人気）� 100901（2番人気）� 33563（7番人気）
枠連票数 計 224036 的中 （1－6） 36387（1番人気）
馬連票数 計 925091 的中 �� 134704（1番人気）
馬単票数 計 463869 的中 �� 41588（1番人気）
ワイド票数 計 639888 的中 �� 75955（1番人気）�� 20370（8番人気）�� 13554（15番人気）
3連複票数 計1225037 的中 ��� 33921（6番人気）
3連単票数 計1630415 的中 ��� 14207（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．3―49．3―1：01．7―1：13．8―1：25．5―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．2

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

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

勝馬の
紹 介

アモーレミオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．10．28 東京8着

2015．4．30生 牝3芦 母 ヒカルアモーレ 母母 グレイトフィーヴァー 3戦1勝 賞金 6，300，000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。
（非抽選馬） 2頭 グラッパ号・コスモグラトナス号

03041 2月4日 晴 不良 （30東京1）第4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
1：21．5
1：21．5

重
不良

48 ペイシャエヴァー 牡4鹿 57 内田 博幸北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 490＋ 21：23．8 4．0�
12 レンズフルパワー 牡6鹿 57 丸山 元気田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 宮内牧場 518± 01：24．12 6．4�
611� ラグプリンセス 牝4鹿 55 横山 典弘吉田 和子氏 金成 貴史 米 Northwest

Farms LLC 488＋ 61：24．41	 5．1�
35 
 キョウエイガウディ 牡4鹿 57 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 B500＋ 61：24．5� 14．1�
815
 ベルウッドミライ 牡4黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 市川フアーム 466＋ 21：24．6� 65．9�
11 � リアリゾンルレーヴ 牝5鹿 55 松岡 正海吉田 和子氏 池上 昌和 米

Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B478＋161：24．92 62．6�
59 �
 ノーザンライアン 牡4鹿 56 蛯名 正義吉田 和美氏 小島 太 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 470＋ 21：25．22 3．4	
713
 センノギモーヴ 牝4栗 55 柴山 雄一浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 430－ 8 〃 アタマ 232．4

47 マンゴジェリー 牡6鹿 57

54 ▲横山 武史窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 478＋121：25．3	 55．3�
36 レ オ ニ ー ズ 牡7鹿 57 三浦 皇成 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 21：25．4	 8．4
816 ヒラボクメジャー �4栗 57 長岡 禎仁�平田牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 B482－ 41：25．61 175．3�
714 ダイヤインザラフ 牝4黒鹿55 黛 弘人 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 樋渡 志尚 416± 01：25．81 129．7�
24 アムネスティ 牡5鹿 57 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 502± 01：26．75 11．4�
612
 キクノテソロ 牡5鹿 57 柴田 大知吉田 勝利氏 石毛 善彦 浦河 高村牧場 470－111：26．8クビ 435．0�
510 フジマサアクトレス 牝5鹿 55 柴田 善臣藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 476＋161：26．9� 55．6�
23 
 フランチェスコ 牡5鹿 57 武士沢友治海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 484＋101：27．96 483．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，554，200円 複勝： 59，766，700円 枠連： 22，479，200円
馬連： 105，872，900円 馬単： 46，447，100円 ワイド： 65，156，900円
3連複： 137，120，300円 3連単： 162，741，700円 計： 646，139，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 180円 � 170円 枠 連（1－4） 1，000円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 390円 �� 380円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 6，400円

票 数

単勝票数 計 465542 的中 � 91635（2番人気）
複勝票数 計 597667 的中 � 106866（1番人気）� 82928（4番人気）� 89452（3番人気）
枠連票数 計 224792 的中 （1－4） 17256（2番人気）
馬連票数 計1058729 的中 �� 90042（1番人気）
馬単票数 計 464471 的中 �� 21750（1番人気）
ワイド票数 計 651569 的中 �� 43972（2番人気）�� 44730（1番人気）�� 30296（5番人気）
3連複票数 計1371203 的中 ��� 80278（1番人気）
3連単票数 計1627417 的中 ��� 18432（3番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．0―12．2―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．9―46．9―59．1―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャエヴァー �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．1．29 東京3着

2014．5．3生 牡4鹿 母 エバーシャイニング 母母 ルヴァーガール 7戦2勝 賞金 17，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シトラスクーラー号・ロードブレイク号
（非抽選馬） 2頭 エタニティーワルツ号・エルヴス号



03042 2月4日 晴 稍重 （30東京1）第4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

47 クラークキー 牡4鹿 56 戸崎 圭太保坂 和孝氏 池上 昌弘 新冠 長浜牧場 480± 01：48．1 3．1�
23 エリティエール 牝4鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 438＋ 61：48．2� 5．3�
59 アルトリウス 牡4鹿 56

53 ▲武藤 雅�G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム B472＋ 41：48．41� 8．0�
12 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＋ 21：48．5クビ 46．6�
48 プレシャスメイト 牝6鹿 55 田辺 裕信飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 B464＋ 61：49．03 24．1	
816 フラワープレミア 牡4鹿 56 三浦 皇成花村 誠氏 池上 昌和 平取 船越 伸也 482＋ 2 〃 ハナ 166．9

611 サトノルーラー 牡4黒鹿56 横山 典弘里見 治紀氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 514＋14 〃 クビ 13．9�
714	 アメリカンヘブン 
5鹿 57 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Bruce Smart 478± 0 〃 ハナ 9．0�
24 ローズクランス 牡5鹿 57 津村 明秀グリーンフィールズ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 514＋ 2 〃 ハナ 8．6
11 � メルドオール 牡6鹿 57 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 日高 浦新 徳司 B450＋ 81：49．1クビ 175．1�
612 レッドボヌール 牝4鹿 54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 416－ 21：49．31� 47．5�
36 コスモスピード 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 登別 青藍牧場 452± 01：49．51� 60．5�
815 ジェードグリーン 
4鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 472＋121：49．81 5．5�
713� フィールザサンダー 牡4鹿 56 内田 博幸櫻井 正氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 452± 01：50．01� 43．2�
510 キューバンマンボ 牝4鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �スピードファーム和田 正道 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 446－ 21：50．1 401．1�
35 � ヒロノワカムシャ 
4黒鹿56 大野 拓弥小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 478＋ 41：51．48 296．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，383，000円 複勝： 72，366，400円 枠連： 28，586，200円
馬連： 114，340，900円 馬単： 49，367，600円 ワイド： 70，907，900円
3連複： 149，068，300円 3連単： 177，988，500円 計： 708，008，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 210円 � 230円 枠 連（2－4） 510円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 500円 �� 500円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 12，590円

票 数

単勝票数 計 453830 的中 � 116979（1番人気）
複勝票数 計 723664 的中 � 161861（1番人気）� 81771（3番人気）� 72203（5番人気）
枠連票数 計 285862 的中 （2－4） 43335（1番人気）
馬連票数 計1143409 的中 �� 71266（5番人気）
馬単票数 計 493676 的中 �� 19019（4番人気）
ワイド票数 計 709079 的中 �� 36999（4番人気）�� 37749（3番人気）�� 15293（15番人気）
3連複票数 計1490683 的中 ��� 35633（9番人気）
3連単票数 計1779885 的中 ��� 10248（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―36．0―48．6―1：01．3―1：13．3―1：24．6―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラークキー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．1．8 中山3着

2014．2．28生 牡4鹿 母 トウカイメガミ 母母 トウカイテネシー 8戦2勝 賞金 22，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エイブルボス号

03043 2月4日 晴 不良 （30東京1）第4日 第8競走 ��
��1，300�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，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

47 スリラーインマニラ �5鹿 57 吉田 隼人古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 448－ 21：17．4 25．5�
12 カ ネ ノ イ ロ 牡5鹿 57 丸山 元気江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 490＋ 21：17．5	 5．1�
23 ダノンハイパワー 牡4黒鹿57 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 498＋ 2 〃 クビ 4．4�
24 マンカストラップ 牡4青鹿57 大野 拓弥�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 490＋ 21：17．6
 7．4�
36 アストロノーティカ 牡4鹿 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 61：17．7
 10．1	
713 スビールアスール 牝4黒鹿55 田辺 裕信�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 472－ 21：17．8クビ 10．4

816 タマモシルクハット 牡5黒鹿 57

54 ▲武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 480± 01：17．9
 41．0�
35 � ウ リ ボ ー 牡6栗 57

54 ▲野中悠太郎冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-
les S. Giles 528－ 6 〃 クビ 226．0�

611� ナニスンネン 牡6栗 57 島 克駿杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 514－ 4 〃 アタマ 30．8
815 シゲルゴホウサイ 牝6鹿 55 柴田 大知森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 452＋ 61：18．11� 27．5�
11 メンターモード 牡4鹿 57 武 豊青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 508－ 21：18．2
 6．4�
714 フジゴウカイ 牡6黒鹿 57

54 ▲横山 武史荒木 誠氏 高市 圭二 新冠 対馬 正 518＋ 81：18．3
 122．9�
59 コロニアルスタイル 牝4栗 55 津村 明秀吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 460＋ 61：18．4クビ 28．1�
612 トミケンキルカス 牡6栗 57 石橋 脩冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 514－ 61：18．72 30．2�
510 メイショウグジョウ 牡4栗 57 福永 祐一松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 470± 01：18．8クビ 8．2�
48 ホウオウマリリン 牝5栗 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 412＋ 21：19．01 91．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，397，100円 複勝： 76，216，600円 枠連： 34，762，100円
馬連： 132，116，600円 馬単： 48，797，500円 ワイド： 81，522，800円
3連複： 177，382，800円 3連単： 197，993，000円 計： 795，188，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 550円 � 170円 � 180円 枠 連（1－4） 2，970円

馬 連 �� 7，960円 馬 単 �� 19，200円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 2，320円 �� 560円

3 連 複 ��� 10，280円 3 連 単 ��� 103，790円

票 数

単勝票数 計 463971 的中 � 14530（8番人気）
複勝票数 計 762166 的中 � 27022（10番人気）� 131686（1番人気）� 122968（2番人気）
枠連票数 計 347621 的中 （1－4） 9052（13番人気）
馬連票数 計1321166 的中 �� 12862（26番人気）
馬単票数 計 487975 的中 �� 1906（70番人気）
ワイド票数 計 815228 的中 �� 10665（22番人気）�� 8702（28番人気）�� 39701（2番人気）
3連複票数 計1773828 的中 ��� 12935（31番人気）
3連単票数 計1979930 的中 ��� 1383（324番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．4―11．7―11．8―11．8―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．0―29．4―41．1―52．9―1：04．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．3
3 13，7，9（1，2，15）8（4，5，11）（3，12）6（14，10）16 4 13，7（2，9，15）1（4，5，8）12（3，11）6－10（14，16）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スリラーインマニラ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 End Sweep デビュー 2015．6．6 東京9着

2013．3．9生 �5鹿 母 ナイツエンド 母母 Messenger Miss 24戦4勝 賞金 44，146，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ダノンハイパワー号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：15番・

5番・12番）
※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 ダウトレス号



03044 2月4日 晴 稍重 （30東京1）第4日 第9競走 ��
��2，400�ゆ り か も め 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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

712 ブラストワンピース 牡3鹿 56 池添 謙一 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 522＋ 22：27．6 3．3�
813 ド レ ー ク 牡3鹿 56 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 平取 坂東牧場 466－ 62：28．34 10．9�
57 ロ ジ テ ィ ナ 牡3黒鹿56 浜中 俊久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 524－ 42：28．4� 10．2�
34 ウラヌスチャーム 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 498± 02：28．72 27．2�
46 エルティグレ 牡3栗 56 松田 大作�KTレーシング 大久保龍志 浦河 桑田牧場 464－102：29．01� 18．4	
33 ヴォウジラール 牡3鹿 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 516＋182：29．31� 9．4

610 イ ェ ッ ツ ト 牡3鹿 56 蛯名 正義近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 470＋ 2 〃 アタマ 2．9�
58 ノーブルバルカン 牡3鹿 56 武藤 雅吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 452＋ 42：29．4� 86．2�
711 アドマイヤキング 牡3鹿 56 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 520－ 22：29．5� 25．5
22 キングスヴァリュー 牡3栗 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486－ 82：29．6クビ 7．2�
814	 トーセンスーリヤ 牡3栗 56 三浦 皇成島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 472－ 22：29．7� 102．4�
11 ヤマタケパンチ 牡3青鹿56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 484－ 42：30．55 281．3�
45 ラ ン リ ー ナ 牝3芦 54 横山 典弘由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 470＋ 62：30．71� 243．8�
69 スターフィールド 牡3黒鹿56 大野 拓弥星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486＋ 82：34．2大差 48．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 78，080，000円 複勝： 101，787，600円 枠連： 33，364，900円
馬連： 188，625，000円 馬単： 77，329，100円 ワイド： 95，209，600円
3連複： 227，167，700円 3連単： 309，507，100円 計： 1，111，071，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 290円 � 260円 枠 連（7－8） 1，520円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 780円 �� 800円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 25，300円

票 数

単勝票数 計 780800 的中 � 183873（2番人気）
複勝票数 計1017876 的中 � 215040（2番人気）� 78695（6番人気）� 91804（4番人気）
枠連票数 計 333649 的中 （7－8） 16964（8番人気）
馬連票数 計1886250 的中 �� 70875（7番人気）
馬単票数 計 773291 的中 �� 19427（9番人気）
ワイド票数 計 952096 的中 �� 31717（8番人気）�� 31010（9番人気）�� 18596（14番人気）
3連複票数 計2271677 的中 ��� 27259（19番人気）
3連単票数 計3095071 的中 ��� 8869（70番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．1―12．1―12．2―12．6―12．6―12．9―12．5―11．9―11．8―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�
12．7―24．2―37．3―49．4―1：01．6―1：14．2―1：26．8―1：39．7―1：52．2―2：04．1―2：15．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラストワンピース �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．11．19 東京1着

2015．4．2生 牡3鹿 母 ツルマルワンピース 母母 ツルマルグラマー 2戦2勝 賞金 17，301，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターフィールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月4日まで平地競

走に出走できない。

03045 2月4日 晴 不良 （30東京1）第4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，29．2．4以降30．1．28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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

510 クラシックメタル �7鹿 56 柴山 雄一吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 502＋ 82：09．1 22．6�
47 ロードシャリオ 牡6鹿 55 三浦 皇成 �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 482－ 42：09．2� 17．3�
48 メイプルレインボー 牡6栗 54 長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 490－ 42：09．3	 181．5�
12 ナンヨープルートー 牡4鹿 55 浜中 俊中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 502＋ 62：09．62 13．8�
23 モズアトラクション 牡4栗 55 
島 克駿 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 482－ 4 〃 ハナ 2．2�
36 フ ァ ド ー グ �7黒鹿56 戸崎 圭太 	キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 8 〃 クビ 10．6

11 カフェブリッツ 牡5鹿 57 川田 将雅西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 536－ 62：09．7クビ 6．2�
59 コアレスキング 牡8鹿 53 丸山 元気小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 536－ 8 〃 クビ 202．1�
815 マイネルクラース 牡4鹿 55 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 460± 02：10．01� 6．1
611 ウインユニファイド 牡6黒鹿55 内田 博幸�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B518－ 62：10．31	 23．5�
24 クロフネビームス 牝6芦 53 大野 拓弥古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 478－122：10．4� 22．7�
816 エルズミーア �7黒鹿53 北村 宏司 	サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 558＋10 〃 クビ 79．4�
35 ホーリーブレイズ 牡4鹿 54 吉田 隼人村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 462± 0 〃 ハナ 12．9�
713� セ セ リ 牡7栗 52 武藤 雅冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 506－ 42：10．61� 369．6�
612 サンホッブズ 牡5鹿 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 494＋142：10．7クビ 35．9�
714 シ ッ プ ウ �7黒鹿51 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 508＋142：12．9大差 189．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 85，849，300円 複勝： 110，571，500円 枠連： 52，212，900円
馬連： 247，455，400円 馬単： 99，839，400円 ワイド： 124，865，300円
3連複： 329，915，100円 3連単： 456，647，200円 計： 1，507，356，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 610円 � 500円 � 3，210円 枠 連（4－5） 8，390円

馬 連 �� 9，250円 馬 単 �� 24，350円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 19，180円 �� 17，640円

3 連 複 ��� 252，220円 3 連 単 ��� 1，408，800円

票 数

単勝票数 計 858493 的中 � 30261（8番人気）
複勝票数 計1105715 的中 � 49426（10番人気）� 61944（7番人気）� 8391（15番人気）
枠連票数 計 522129 的中 （4－5） 4823（24番人気）
馬連票数 計2474554 的中 �� 20725（36番人気）
馬単票数 計 998394 的中 �� 3074（81番人気）
ワイド票数 計1248653 的中 �� 11211（38番人気）�� 1668（88番人気）�� 1815（80番人気）
3連複票数 計3299151 的中 ��� 981（309番人気）
3連単票数 計4566472 的中 ��� 235（1660番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．7―31．3―43．8―56．1―1：08．4―1：20．9―1：33．2―1：44．9―1：56．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラシックメタル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．30 中山14着

2011．4．19生 �7鹿 母 ネオクラシック 母母 バレークイーン 27戦5勝 賞金 96，093，000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 マイネルトゥラン号・レッドサバス号

１レース目 ３レース目



03046 2月4日 晴 良 （30東京1）第4日 第11競走 ��
��1，600�第68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 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

48 リスグラシュー 牝4黒鹿55 武 豊 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：34．1 5．5�
23 サトノアレス 牡4黒鹿57 柴山 雄一 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510－ 61：34．31 8．9�
815 ダイワキャグニー 牡4黒鹿56 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 494－ 4 〃 クビ 4．2�
12 デンコウアンジュ 牝5黒鹿54 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 456＋ 21：34．4	 30．5�
24 ディバインコード 牡4鹿 56 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 6 〃 クビ 44．1	
59 ハクサンルドルフ 牡5黒鹿56 戸崎 圭太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 6 〃 ハナ 19．5

611 ベルキャニオン 牡7鹿 56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 502＋ 6 〃 ハナ 112．3�
47 ク ル ー ガ ー 牡6黒鹿56 浜中 俊 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 526－121：34．5
 6．8�
816 グレーターロンドン 牡6鹿 56 川田 将雅窪田 芳郎氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 474＋ 2 〃 ハナ 4．2
714 ストーミーシー 牡5栗 56 大野 拓弥�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 528－ 21：34．6クビ 71．4�
510 ダノンプラチナ 牡6芦 56 田辺 裕信�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 490± 0 〃 ハナ 12．6�
11 アドマイヤリード 牝5青鹿54 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 428± 01：34．7
 10．4�
35 トウショウピスト 牡6鹿 56 田中 勝春トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482－ 41：34．9
 125．7�
713 カ デ ナ 牡4鹿 56 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 462－ 6 〃 ハナ 43．3�
36 ガリバルディ 牡7鹿 57 三浦 皇成 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 506－ 61：35．0
 152．8�
612 マイネルアウラート 牡7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 482＋ 61：35．53 209．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 299，996，300円 複勝： 438，605，000円 枠連： 251，952，600円 馬連： 1，032，816，700円 馬単： 380，773，400円
ワイド： 536，819，100円 3連複： 1，679，170，500円 3連単： 2，452，063，300円 5重勝： 659，786，800円 計： 7，731，983，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 280円 � 170円 枠 連（2－4） 1，230円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 980円 �� 610円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 27，390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����� 5，498，220円

票 数

単勝票数 計2999963 的中 � 429031（3番人気）
複勝票数 計4386050 的中 � 533155（3番人気）� 351531（5番人気）� 744421（2番人気）
枠連票数 計2519526 的中 （2－4） 158448（8番人気）
馬連票数 計10328167 的中 �� 326188（9番人気）
馬単票数 計3807734 的中 �� 64409（16番人気）
ワイド票数 計5368191 的中 �� 137654（8番人気）�� 230041（3番人気）�� 181502（6番人気）
3連複票数 計16791705 的中 ��� 271946（10番人気）
3連単票数 計24520633 的中 ��� 64897（69番人気）
5重勝票数 計6597868 的中 ����� 84

ハロンタイム 12．4―11．4―11．6―12．2―12．4―11．1―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．4―47．6―1：00．0―1：11．1―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リスグラシュー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 American Post デビュー 2016．8．27 新潟2着

2014．1．18生 牝4黒鹿 母 リ リ サ イ ド 母母 Miller’s Lily 11戦3勝 賞金 218，101，000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 タガノブルグ号

03047 2月4日 晴 良 （30東京1）第4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

612 シャンデリアハウス 牝6黒鹿55 浜中 俊 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 452－ 81：21．7 15．9�
59 ペルソナリテ 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 432± 01：21．91� 6．9�
816 ナンヨーアミーコ 牡5栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 442＋ 8 〃 ハナ 29．7�
48 ショウナンアンセム 牡5芦 57 吉田 隼人�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 490＋ 4 〃 ハナ 4．6�
510 ウィンドライジズ 牡4鹿 57 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 468＋ 21：22．0	 4．8	
47 
 レインボーラヴラヴ 牝7青鹿55 三浦 皇成飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 460± 01：22．1� 65．2

815 コーラルプリンセス 牝4芦 55 内田 博幸吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 526－12 〃 クビ 22．2�
713
 ウォークロニクル 牝6青鹿55 北村 宏司 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 478＋121：22．31� 19．8�
12 ジョンブリアン 牝5黒鹿55 津村 明秀 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 458－ 61：22．4クビ 34．1
23 トーホウハニー 牝6鹿 55 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 448＋ 81：22．5� 15．7�
611 フクノクオリア �4黒鹿57 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 B510－ 2 〃 ハナ 201．6�
36 バ ル ベ ー ラ 牝4青鹿55 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 424－ 6 〃 クビ 50．2�
35 アルミレーナ 牝4芦 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 ハナ 3．9�
24 ワイナルダム 牡4青鹿57 松岡 正海 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 466＋ 61：22．71� 11．4�
714 イリスファルコン 牝4鹿 55 丸山 元気菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 424＋ 61：23．12� 269．7�
11 
 バウトナカヤマ 牡6黒鹿57 長岡 禎仁�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 528＋ 41：23．31� 72．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 109，460，900円 複勝： 163，008，900円 枠連： 81，164，900円
馬連： 293，571，700円 馬単： 117，002，300円 ワイド： 183，277，400円
3連複： 428，923，100円 3連単： 568，594，500円 計： 1，945，003，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 510円 � 260円 � 730円 枠 連（5－6） 2，580円

馬 連 �� 5，620円 馬 単 �� 12，590円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 4，660円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 36，220円 3 連 単 ��� 214，140円

票 数

単勝票数 計1094609 的中 � 54932（7番人気）
複勝票数 計1630089 的中 � 80172（8番人気）� 191684（4番人気）� 53028（10番人気）
枠連票数 計 811649 的中 （5－6） 24343（10番人気）
馬連票数 計2935717 的中 �� 40447（22番人気）
馬単票数 計1170023 的中 �� 6968（49番人気）
ワイド票数 計1832774 的中 �� 24159（21番人気）�� 10029（48番人気）�� 18676（32番人気）
3連複票数 計4289231 的中 ��� 8880（123番人気）
3連単票数 計5685945 的中 ��� 1925（656番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．4―47．0―58．0―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャンデリアハウス �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー 2014．11．30 京都2着

2012．4．5生 牝6黒鹿 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール 25戦4勝 賞金 56，014，000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 アクセラレート号・ジャッキー号

５レース目



（30東京1）第4日 2月4日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
不良

競走回数 12回 出走頭数 190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

246，220，000円
19，620，000円
1，710，000円
29，100，000円
77，594，500円
5，212，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
911，328，100円
1，301，503，100円
617，974，100円
2，532，412，600円
1，016，433，100円
1，444，066，600円
3，699，642，400円
5，001，904，700円
659，786，800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 17，185，051，500円

総入場人員 31，733名 （有料入場人員 30，317名）
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