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03061 2月16日 雨 稍重 （2東京1） 第6日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

23 マッチャパフェ 牝3鹿 54 武藤 雅保坂 和孝氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 450＋ 41：27．6 4．9�
714 ユウチャファスト 牝3鹿 54 北村 宏司長谷川祐司氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋ 21：28．13 7．9�
815 ヨシノパナギア 牝3青鹿54 丸山 元気清水 義德氏 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 488＋ 21：28．2� 9．5�
816 シャランドール 牝3青鹿54 大野 拓弥湊 義明氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 458－ 21：28．3クビ 69．8�
36 ミ ネ ル バ 牝3栗 54 C．ルメール 新谷 正子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446＋ 6 〃 アタマ 7．0�
611 シェーネメロディ 牝3黒鹿54 武 豊 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 472＋ 6 〃 ハナ 4．0	
713 アイヅオイワケ 牝3青鹿 54

53 ☆野中悠太郎福島 徳佑氏 武市 康男 新冠 須崎牧場 416＋ 6 〃 ハナ 54．0

612 ラルナジェナ 牝3青鹿54 F．ミナリク �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 8 〃 アタマ 50．6�
（独）

35 ユメミルユメコ 牝3芦 54 菅原 隆一�ミルファーム 南田美知雄 浦河 荻伏三好フ
アーム 432＋ 61：28．4� 198．7�

47 バ ー グ マ ン 牝3青鹿54 吉田 豊中辻 明氏 菊沢 隆徳 新ひだか レースホース牧場 442－ 61：28．71� 3．6
510 ザ ハ ロ ワ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹ホースアディクト天間 昭一 むかわ 桑原牧場 468－ 21：29．33� 347．3�
11 キタノナデシコ 牝3黒鹿54 田中 勝春北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 434 ―1：29．4� 83．8�
24 リングアップ 牝3栗 54 M．デムーロ梶本 尚嗣氏 稲垣 幸雄 日高 前野牧場 476－121：29．5クビ 14．5�
12 ジ ョ イ 牝3栗 54 井上 敏樹西村 專次氏 古賀 史生 浦河 岡本 昌市 452＋ 61：29．6� 264．4�

48 ララソワニエ 牝3栗 54 柴田 大知フジイ興産� 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 396－321：30．24 355．8�
（法942）

（15頭）
59 ブルーミスト 牝3鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 34，339，700円 複勝： 54，294，500円 枠連： 15，419，400円
馬連： 65，976，800円 馬単： 30，389，500円 ワイド： 52，616，800円
3連複： 96，632，300円 3連単： 110，888，100円 計： 460，557，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 260円 � 280円 枠 連（2－7） 1，460円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 690円 �� 830円 �� 880円

3 連 複 ��� 5，740円 3 連 単 ��� 34，150円

票 数

単勝票数 計 343397 的中 � 55896（3番人気）
複勝票数 計 542945 的中 � 84567（3番人気）� 50726（5番人気）� 46823（6番人気）
枠連票数 計 154194 的中 （2－7） 8142（7番人気）
馬連票数 計 659768 的中 �� 22975（10番人気）
馬単票数 計 303895 的中 �� 5188（21番人気）
ワイド票数 計 526168 的中 �� 19873（9番人気）�� 16262（12番人気）�� 15203（13番人気）
3連複票数 計 966323 的中 ��� 12618（23番人気）
3連単票数 計1108881 的中 ��� 2354（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．3―36．6―49．4―1：02．1―1：14．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッチャパフェ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．11．30 中山4着

2017．2．12生 牝3鹿 母 アーティストチョイス 母母 Astorg 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔出走取消〕 ブルーミスト号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
※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 ダイユウライラック号・プーラン号・レジイナアン号
※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。

03062 2月16日 雨 稍重 （2東京1） 第6日 第2競走 ��1，300�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

48 ルヴァンヴェール 牡3鹿 56 松山 弘平 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B482－ 41：20．0 22．3�

611 イデアイホマジョル 牡3青 56 M．デムーロ益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 440－ 81：20．21� 18．9�
11 スターファイター 牡3鹿 56 田辺 裕信 �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 472－ 4 〃 クビ 7．0�
47 ダ ウ ラ ギ リ 牡3芦 56 石橋 脩 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 504＋ 61：20．3� 5．9�
815 グレートコート 牡3芦 56 C．ルメール 伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 41：20．4� 4．5	
713 アルジョンブラン 牡3鹿 56 丸山 元気吉田 和美氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：20．5� 3．1

23 サンドストーム 牡3黒鹿56 石川裕紀人古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 漆原 武男 428－ 41：20．71� 11．0�
36 ペイシャハミング 牝3栗 54 横山 和生北所 直人氏 石栗 龍彦 浦河 梅田牧場 430－ 21：20．8� 89．6�
24 ソ ラ ン 牡3黒鹿56 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 524＋ 41：20．9� 24．8
59 コ ル ニ リ ア 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 442＋ 21：21．21� 46．5�
816 エストラード 牡3黒鹿56 江田 照男島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 480＋ 2 〃 クビ 10．7�
714 グランドストローク 牡3黒鹿56 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 448＋ 21：21．3� 95．9�
12 シゲルメイオウセイ 牡3鹿 56 内田 博幸森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 482± 01：21．72� 34．3�
510 タイニーパワー 牡3芦 56 柴田 大知岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 21：22．12� 312．7�
35 パ シ ス タ 牡3栗 56 宮崎 北斗山上 和良氏 高橋 祥泰 日高 川島 正広 486± 01：22．31� 146．2�
612 フルートフル 牝3栗 54

53 ☆野中悠太郎�和田牧場 石毛 善彦 日高 ナカノファーム 448＋301：22．4� 376．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，099，000円 複勝： 71，395，300円 枠連： 21，320，900円
馬連： 73，612，600円 馬単： 32，497，700円 ワイド： 66，022，300円
3連複： 109，166，200円 3連単： 116，200，900円 計： 534，314，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 630円 � 560円 � 210円 枠 連（4－6） 5，210円

馬 連 �� 20，420円 馬 単 �� 40，150円

ワ イ ド �� 5，740円 �� 2，500円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 45，560円 3 連 単 ��� 317，900円

票 数

単勝票数 計 440990 的中 � 15775（8番人気）
複勝票数 計 713953 的中 � 26484（8番人気）� 30169（7番人気）� 108445（3番人気）
枠連票数 計 213209 的中 （4－6） 3168（14番人気）
馬連票数 計 736126 的中 �� 2793（49番人気）
馬単票数 計 324977 的中 �� 607（98番人気）
ワイド票数 計 660223 的中 �� 2926（50番人気）�� 6828（30番人気）�� 8529（23番人気）
3連複票数 計1091662 的中 ��� 1797（129番人気）
3連単票数 計1162009 的中 ��� 265（804番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．1―29．5―41．7―54．4―1：06．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．3
3 7，8，11（4，9）12（1，3，15）2（6，16）5（10，13）14 4 7，8，11（4，9）（1，12）（3，15）（2，6，16）（5，13）（10，14）

勝馬の
紹 介

ルヴァンヴェール �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Rock Hard Ten デビュー 2019．9．14 中山4着

2017．2．28生 牡3鹿 母 エイシンバンバ 母母 Stella Blue 4戦1勝 賞金 6，700，000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。
（非抽選馬） 4頭 サノノクヒオ号・シルバーウェーブ号・トレヴィト号・ビクトリアワールド号

第１回 東京競馬 第６日



03063 2月16日 雨 稍重 （2東京1） 第6日 第3競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

11 リアンフィーユ 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �CHEVAL AT-
TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 450－ 21：39．3 3．1�

713 シ ャ ー レ 牝3鹿 54 石橋 脩東海林貴大氏 武市 康男 新冠 須崎牧場 452＋ 8 〃 クビ 11．8�
816 コ コ ラ 牝3黒鹿54 松山 弘平田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 452－ 61：39．51� 41．1�
714 パラスアテナ 牝3鹿 54 吉田 豊広尾レース� 高柳 瑞樹 新ひだか 木村 秀則 442－ 81：39．92� 6．6�
48 トップブランド 牝3黒鹿54 C．ルメール �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 482－ 61：40．11� 5．7�
510 ディーズギャラント 牝3栗 54 大野 拓弥秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 438－ 61：40．31� 11．5	
59 ナーシサステソーロ 牝3芦 54 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 426＋ 21：40．4� 12．3

36 モアナグレイス 牝3鹿 54 柴田 大知日下 幸徳氏 和田 雄二 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 418± 0 〃 クビ 351．6�
611 ウィップラッシュ 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 B472－ 4 〃 アタマ 79．9
612 チャームインレース 牝3鹿 54 北村 宏司髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 490＋ 41：40．5クビ 18．3�
47 ベルアンブル 牝3鹿 54 F．ミナリク �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム B442＋ 81：40．6� 36．6�

（独）

24 タッシーアレッタ 牝3鹿 54 武 豊吉岡 輝美氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 434± 01：41．45 5．6�
35 ヨ モ ギ 牝3栗 54

52 △木幡 育也岡本 真二氏 伊藤 圭三 浦河 山田牧場 404－121：41．5� 152．7�
23 クリノテルチャン 牝3栗 54 横山 和生栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 山田牧場 482＋ 21：41．71� 35．7�
12 シ ェ ク ロ エ 牝3青 54 丸山 元気小川眞査雄氏 小野 次郎 新冠 秋田牧場 446＋ 81：41．91� 47．3�
815 マ オ ノ エ ピ 牝3栗 54 木幡 巧也湯浅 健司氏 黒岩 陽一 新冠 秋田牧場 466－121：48．8大差 436．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，355，500円 複勝： 76，650，500円 枠連： 21，015，500円
馬連： 83，627，200円 馬単： 38，276，800円 ワイド： 70，456，300円
3連複： 124，807，000円 3連単： 134，537，000円 計： 602，725，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 190円 � 470円 � 1，060円 枠 連（1－7） 810円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 2，820円 �� 5，930円

3 連 複 ��� 28，860円 3 連 単 ��� 112，500円

票 数

単勝票数 計 533555 的中 � 136511（1番人気）
複勝票数 計 766505 的中 � 131382（2番人気）� 39408（7番人気）� 15691（10番人気）
枠連票数 計 210155 的中 （1－7） 20084（2番人気）
馬連票数 計 836272 的中 �� 31270（8番人気）
馬単票数 計 382768 的中 �� 7794（11番人気）
ワイド票数 計 704563 的中 �� 17686（11番人気）�� 6372（31番人気）�� 2986（54番人気）
3連複票数 計1248070 的中 ��� 3243（95番人気）
3連単票数 計1345370 的中 ��� 867（392番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．4―13．1―13．3―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．0―47．4―1：00．5―1：13．8―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアンフィーユ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Action This Day デビュー 2019．10．20 新潟11着

2017．4．8生 牝3黒鹿 母 ティアランドール 母母 Summertime Val 5戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マオノエピ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2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 オルプランタン号・カナタ号・ナックダイヤ号・ブルークレール号・ヤマヒビキ号
※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。

03064 2月16日 雨 稍重 （2東京1） 第6日 第4競走 ��
��1，600�3歳新馬

発走11時40分 （ダート・左）
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

47 アキノスマート 牡3鹿 56 横山 典弘穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 484 ―1：39．9 3．1�
714� レーシングマインド 牡3栗 56 岡田 祥嗣ゴドルフィン 浅見 秀一 愛 Mighty Uni-

verse Ltd 464 ―1：40．75 5．0�
23 コ ス モ オ リ 牡3栗 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 436 ―1：41．55 6．1�
35 ヤギリエピファクン 牡3鹿 56 丸山 元気内田ヤエ子氏 小西 一男 日高 浜本牧場 474 ― 〃 クビ 14．8�
713 ゴールドスナイパー 牡3鹿 56 木幡 巧也馬目 卓氏 田中 剛 新冠 アラキフアーム 474 ―1：41．71� 31．1�
59 アントルドゥメール 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹村野 康司氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 442 ―1：41．91 9．4	
612 カッティングロック 牡3黒鹿56 石橋 脩石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 504 ―1：42．21	 38．5

510 エドノスカッシュ 牝3鹿 54 内田 博幸遠藤 喜松氏 松山 将樹 新ひだか 沖田 忠幸 476 ―1：42．52 74．5�
11 ヨドノウイング 牡3栗 56 柴田 善臣海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 480 ―1：43．13
 20．3�
48 ロ ン グ イ 牡3鹿 56 井上 敏樹佐久間拓士氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 492 ―1：43．31� 202．2
24 クックテソーロ 牡3黒鹿56 �島 良太了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 日高 白瀬 盛雄 476 ―1：43．83 130．1�
815 シゲルガラテア 牡3栗 56 村田 一誠森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 ムラカミファーム B486 ―1：44．33 84．9�
12 マリノスペクトル 牝3青鹿54 伊藤 工真�クラウン 林 徹 日高 クラウン日高牧場 464 ―1：44．4
 54．7�
611 ノーブレイナー 牡3鹿 56 石川裕紀人畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 三好牧場 454 ―1：45．57 86．6�
816 ジュンスターリッチ 牝3栗 54 松山 弘平河合 純二氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 458 ―1：46．77 10．3�
36 ア ラ ー ラ ム 牝3栗 54 北村 宏司ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458 ―1：49．1大差 7．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，303，400円 複勝： 45，978，000円 枠連： 16，917，500円
馬連： 59，355，400円 馬単： 28，003，900円 ワイド： 47，882，000円
3連複： 80，807，000円 3連単： 92，017，300円 計： 407，264，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 170円 � 180円 枠 連（4－7） 810円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 390円 �� 390円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 7，630円

票 数

単勝票数 計 363034 的中 � 91578（1番人気）
複勝票数 計 459780 的中 � 97884（1番人気）� 64045（2番人気）� 58823（3番人気）
枠連票数 計 169175 的中 （4－7） 16160（1番人気）
馬連票数 計 593554 的中 �� 51097（1番人気）
馬単票数 計 280039 的中 �� 12499（1番人気）
ワイド票数 計 478820 的中 �� 32399（1番人気）�� 31993（2番人気）�� 15268（5番人気）
3連複票数 計 808070 的中 ��� 29344（1番人気）
3連単票数 計 920173 的中 ��� 8737（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．9―12．3―13．5―13．6―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．7―48．0―1：01．5―1：15．1―1：27．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アキノスマート �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ソヴィエトスター 初出走

2017．4．3生 牡3鹿 母 アキノロマンス 母母 アニターズロマンス 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュンスターリッチ号・アラーラム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 ヴァリアントナイト号・ウインレゼルヴ号・キクノダンカーク号・キタノユニヴァース号・チャーミングポポ号・

チョーズンワン号・デルマラピスラズリ号・ブライトマイスター号・ブレイドラン号・マジカルマジカル号・
マベルロンジュ号・ユキノレベッカ号・ワンモアデイ号



03065 2月16日 曇 稍重 （2東京1） 第6日 第5競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走12時30分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

714 フェアリーグルーヴ 牝3鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 440＋101：50．2 43．6�
12 セイウンノワール 牝3黒鹿54 田中 勝春西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 守矢牧場 506－ 4 〃 クビ 39．4�
816 ブランシュフルール 牝3栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋101：50．3� 3．4�
35 クロトノーナ 牝3芦 54 石橋 脩 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 414＋121：50．51� 15．5�
59 アールブリッツ 牡3青 56 木幡 巧也前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 オリオンファーム 526＋ 61：50．81� 9．4�
11 テ ン カ ビ ト 牡3栗 56 横山 和生村田 哲朗氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 496－141：51．11	 125．3	
713 アンティシペイト 牡3鹿 56 武 豊
G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 496＋10 〃 クビ 1．7�
815 ユイノリオン 牡3黒鹿56 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 新冠橋本牧場 438± 01：51．31 111．6�
36 サトノバシリス 牝3黒鹿54 田辺 裕信 
サトミホースカンパニー 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 438＋ 2 〃 ハナ 95．6
47 
 コ ス モ ク ウ 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 上原 博之 米

Robert Nataf,
Joe Allen &
Tim Thornton

464＋ 61：51．4	 64．9�
611 ルピナスガーデン 牝3鹿 54 武藤 雅スリースターズレーシング 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 466＋ 21：51．5	 333．3�
24 クラウンララファル 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹矢野 雅子氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 472＋101：51．71� 407．2�
23 クロワルース 牝3青鹿54 北村 宏司 �シルクレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋101：51．8クビ 17．0�
510 マイネルスタイル 牡3黒鹿56 F．ミナリク 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 21：51．9	 44．9�
（独）

612 スノージュエリー 牝3芦 54
53 ☆野中悠太郎広尾レース
 根本 康広 青森 ワールドファーム 440－ 61：52．11� 44．3�

48 ドナグラツィア 牝3青鹿54 菅原 隆一小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 下屋敷牧場 412± 01：52．95 424．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，495，800円 複勝： 100，629，500円 枠連： 19，050，400円
馬連： 76，093，800円 馬単： 45，761，900円 ワイド： 61，236，000円
3連複： 111，446，200円 3連単： 167，529，600円 計： 626，243，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，360円 複 勝 � 1，210円 � 1，150円 � 230円 枠 連（1－7） 2，240円

馬 連 �� 53，800円 馬 単 �� 102，140円

ワ イ ド �� 10，300円 �� 1，720円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 51，780円 3 連 単 ��� 523，530円

票 数

単勝票数 計 444958 的中 � 8153（7番人気）
複勝票数 計1006295 的中 � 19337（8番人気）� 20429（6番人気）� 143310（2番人気）
枠連票数 計 190504 的中 （1－7） 6591（8番人気）
馬連票数 計 760938 的中 �� 1096（57番人気）
馬単票数 計 457619 的中 �� 336（102番人気）
ワイド票数 計 612360 的中 �� 1497（59番人気）�� 9298（15番人気）�� 8656（19番人気）
3連複票数 計1114462 的中 ��� 1614（102番人気）
3連単票数 計1675296 的中 ��� 232（686番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．9―48．3―1：01．1―1：13．8―1：25．6―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．1―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

フェアリーグルーヴ �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．8 中山9着

2017．4．20生 牝3鹿 母 グルーヴィクイーン 母母 イントゥザグルーヴ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
※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。
（非抽選馬） 7頭 ヴァルトグリーン号・キングフェーヴル号・グラスディアブロ号・シゲルセイウン号・シャドウワルツ号・

トロワシャルム号・ニシノアクシス号
※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。

03066 2月16日 曇 稍重 （2東京1） 第6日 第6競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走13時00分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

45 ヴェスターヴァルト 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 464－ 21：23．0 3．9�
11 グランチェイサー 牡3黒鹿56 石橋 脩落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 456＋101：23．21 12．7�
46 コウソクスピード 牡3青鹿56 丸山 元気野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム 520＋101：23．51� 11．9�
711 モ ー ベ ッ ト 牝3栗 54

52 △木幡 育也 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 458＋ 4 〃 クビ 3．7�
33 セイウンパワフル 牡3鹿 56 F．ミナリク西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 472－ 61：23．6クビ 34．8�

（独）

34 ヴ ァ ル ナ 牡3黒鹿56 幸 英明野嶋 祥二氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 478＋ 2 〃 ハナ 12．8	
58 アメージングサン 牡3鹿 56 M．デムーロ 
ローレルレーシング 奥村 武 新冠 村田牧場 466＋101：23．81	 3．7�
814 コスモカルナック 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 中山 高鹿康 472± 01：23．9クビ 21．5�
610 タケルラスティ 牡3栗 56 松山 弘平森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 496± 01：24．22 16．0
813 ロードエクスプレス 牡3鹿 56 石川裕紀人 
ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 448＋ 21：24．52 19．4�
22 カップッチョ 牡3鹿 56 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 456± 01：24．71 78．3�
69 
 プライモーディアル 牡3鹿 56

55 ☆野中悠太郎ゴドルフィン 黒岩 陽一 英 Godolphin 490＋ 81：25．01� 99．6�
712 インザムード 牡3青鹿56 岡田 祥嗣三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 476－ 41：25．21	 243．7�
57 � リュウノゾロ �3鹿 56 菅原 隆一蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか へいはた牧場 460－201：25．41 274．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 62，430，300円 複勝： 77，835，900円 枠連： 20，891，600円
馬連： 102，579，600円 馬単： 44，194，300円 ワイド： 79，356，900円
3連複： 136，506，700円 3連単： 162，036，200円 計： 685，831，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 250円 � 340円 枠 連（1－4） 1，840円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 710円 �� 870円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 8，430円 3 連 単 ��� 36，210円

票 数

単勝票数 計 624303 的中 � 126039（3番人気）
複勝票数 計 778359 的中 � 147351（2番人気）� 77204（4番人気）� 50638（6番人気）
枠連票数 計 208916 的中 （1－4） 8784（9番人気）
馬連票数 計1025796 的中 �� 36085（4番人気）
馬単票数 計 441943 的中 �� 9048（8番人気）
ワイド票数 計 793569 的中 �� 29754（4番人気）�� 23626（6番人気）�� 10082（27番人気）
3連複票数 計1365067 的中 ��� 12137（28番人気）
3連単票数 計1620362 的中 ��� 3244（104番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．2―47．4―58．9―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェスターヴァルト �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．6．23 函館6着

2017．3．16生 牡3鹿 母 サンブルエミューズ 母母 ヴィートマルシェ 6戦2勝 賞金 19，854，000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。



03067 2月16日 曇 稍重 （2東京1） 第6日 第7競走 ��
��1，600�4歳以上1勝クラス

発走13時30分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

36 � リトルモンスター 牝4鹿 55 C．ルメール 吉田 千津氏 武井 亮 米
Off The Hook Part-
ners LLC & Farm III
Enterprises LLC

480＋101：38．0 2．4�
816	 ヴ ィ ー ダ 
5栗 57 木幡 巧也中村 広樹氏 堀井 雅広 日高 スマイルファーム 436－ 61：38．1� 13．1�
611 ダンスメーカー 牡5黒鹿57 武藤 雅�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 490＋ 21：38．31� 12．5�
24 ペイシャキュウ 牝4鹿 55

54 ☆野中悠太郎北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 424± 0 〃 アタマ 3．7�
612 ロ ブ ラ リ ア 牝5栗 55 江田 照男ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 41：38．4� 16．2�
23 セイカヤマノ 牡4黒鹿57 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B500± 01：38．5クビ 30．6	
35 プリミエラムール 牝4芦 55 武 豊ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 田中スタッド 444－ 81：38．82 20．9

815 ポートロイヤル 
4黒鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 480＋ 61：39．33 12．3�
48 ローリエテソーロ 牡4栗 57 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 浦河 辻 牧場 524－ 21：39．83 196．5
714	 サンマルフラッシュ 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム 458－201：39．9 242．9�
510 フラベリフォーム 牡5鹿 57 田中 勝春水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 462＋ 81：40．75 17．4�
59 ミッキーセオリー 牡4鹿 57 大野 拓弥野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 464＋181：41．87 20．8�
12 	 ク ロ ヒ ョ ウ 牡4青鹿57 柴田 善臣河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 486± 01：42．0� 15．6�
713 チバタリアン 牝4芦 55 石川裕紀人井上 久光氏 稲垣 幸雄 新冠 競優牧場 426± 0 〃 クビ 198．5�
47 エレガントエルフ 
4鹿 57 F．ミナリク岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 61：42．1� 186．7�

（独）

11 ボールドスパルタン 牡5青 57
56 ☆菊沢 一樹増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 21：43．16 131．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，882，700円 複勝： 71，800，200円 枠連： 28，353，500円
馬連： 110，682，300円 馬単： 48，899，500円 ワイド： 82，631，900円
3連複： 161，428，700円 3連単： 181，441，600円 計： 739，120，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 390円 � 240円 枠 連（3－8） 1，080円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 710円 �� 470円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 4，800円 3 連 単 ��� 19，590円

票 数

単勝票数 計 538827 的中 � 174729（1番人気）
複勝票数 計 718002 的中 � 187788（1番人気）� 35933（8番人気）� 69496（3番人気）
枠連票数 計 283535 的中 （3－8） 20320（4番人気）
馬連票数 計1106823 的中 �� 47439（3番人気）
馬単票数 計 488995 的中 �� 11984（6番人気）
ワイド票数 計 826319 的中 �� 29970（5番人気）�� 47441（2番人気）�� 12847（18番人気）
3連複票数 計1614287 的中 ��� 25173（11番人気）
3連単票数 計1814416 的中 ��� 6712（41番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．7―12．4―12．7―12．5―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．7―47．1―59．8―1：12．3―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F38．2
3 5，16，1，9（13，15）（2，4，6）14，10（7，11）（8，12）－3 4 5，16－（1，15）（9，6）（13，4）11（2，14，10）12，7（8，3）

勝馬の
紹 介

�リトルモンスター �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Pentelicus デビュー 2018．7．14 福島8着

2016．3．7生 牝4鹿 母 Pashmina 母母 Heir D’ Mint 13戦2勝 賞金 28，750，000円
〔発走状況〕 ダンスメーカー号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボールドスパルタン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ストライクショット号
（非抽選馬） 1頭 ナムラブル号
※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。

03068 2月16日 曇 稍重 （2東京1） 第6日 第8競走 ��2，100�4歳以上2勝クラス
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 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
2：06．7
2：05．9

良
良

22 サクラアリュール 牡5栗 57 武 豊�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B468－ 22：11．1 2．4�
79 フィストバンプ 牡4青鹿56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 490－ 22：11．52� 17．3�
811 ロードリバーサル 牡4鹿 56 M．デムーロ �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 22：11．81� 5．0�
11 ネオブレイブ 牡4栗 56 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 508＋ 42：11．9クビ 38．7�
710 ストロングライン 牡4芦 56 石橋 脩�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 B512－102：12．11� 5．2	
56 キタサンヴィクター 牡5鹿 57

56 ☆菊沢 一樹�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 522＋ 42：12．52� 13．4

44 ミラクルブラッド 牝5鹿 55 大野 拓弥芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 460＋ 22：12．92� 22．8�
812 メ ス キ ー タ 牡4鹿 56 松山 弘平岡 浩二氏 山内 研二 浦河 大柳ファーム 520－ 22：13．11� 19．8�
33 マックスアン 牡4栗 56 F．ミナリク TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 470± 02：13．2クビ 10．2

（独）

67 	 キャプチュード 牡5黒鹿57 武藤 雅 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 486＋ 22：13．41� 121．9�
55 ベルウッドカザン 牡4黒鹿56 柴田 大知鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 498± 0 〃 アタマ 11．2�
68 ワイルドゲーム 牡7鹿 57 柴田 善臣合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B490－ 22：13．5� 88．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 49，982，900円 複勝： 73，695，100円 枠連： 21，586，500円
馬連： 100，086，000円 馬単： 45，721，800円 ワイド： 75，734，900円
3連複： 145，733，500円 3連単： 192，870，100円 計： 705，410，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 350円 � 190円 枠 連（2－7） 550円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 810円 �� 340円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 16，840円

票 数

単勝票数 計 499829 的中 � 160244（1番人気）
複勝票数 計 736951 的中 � 226603（1番人気）� 36944（7番人気）� 89358（3番人気）
枠連票数 計 215865 的中 （2－7） 30347（2番人気）
馬連票数 計1000860 的中 �� 35237（8番人気）
馬単票数 計 457218 的中 �� 11839（8番人気）
ワイド票数 計 757349 的中 �� 23156（9番人気）�� 63886（1番人気）�� 11232（23番人気）
3連複票数 計1457335 的中 ��� 29258（14番人気）
3連単票数 計1928701 的中 ��� 8300（48番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―12．7―12．8―12．4―12．8―12．5―12．5―12．1―12．2―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．6―31．3―44．1―56．5―1：09．3―1：21．8―1：34．3―1：46．4―1：58．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Gulch デビュー 2017．9．18 阪神1着

2015．3．27生 牡5栗 母 シロガネーゼカフェ 母母 Wajna 21戦3勝 賞金 71，205，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 キタサンヴィクター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

キャプチュード号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 サクラアリュール号の騎手武豊は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔調教再審査〕 キタサンヴィクター号は，発走調教再審査。
※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。



03069 2月16日 曇 稍重 （2東京1） 第6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，3勝クラス（1600万円以下）；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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

22 サムシングジャスト 牝4黒鹿54 松山 弘平 �グリーンファーム松田 国英 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 506－ 81：48．2 5．8�

59 サトノダムゼル 牝4鹿 54 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 456＋12 〃 クビ 2．6�
34 ロフティフレーズ 牝5黒鹿55 丸山 元気水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 468－ 21：48．41� 18．4�
11 リープフラウミルヒ 牝5黒鹿55 石川裕紀人 �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 430＋ 21：48．5	 27．4�
35 サマーセント 牝4黒鹿54 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 4 〃 クビ 18．6�
46 ローズテソーロ 牝4青鹿54 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 458＋101：48．6	 7．3	
47 リンディーホップ 牝5青鹿55 C．ルメール 
社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋161：48．81� 6．6�
58 ヤマカツグレース 牝6栗 55 横山 典弘山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 464± 01：48．9	 125．2�
713 エリティエール 牝6鹿 55 石橋 脩 
キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：49．0クビ 13．7
23 レオコックブルー 牝5黒鹿55 内田 博幸親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 434－ 6 〃 クビ 67．9�
712 イストワールファム 牝6栗 55 武 豊 
シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464＋ 8 〃 ハナ 23．2�
815 ブラックスビーチ 牝6鹿 55 北村 宏司山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 464－ 41：49．42	 27．5�
814 モアナアネラ 牝4黒鹿54 田辺 裕信 
サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 420－ 41：49．71
 12．6�
610 ウインゼノビア 牝4栗 54 柴田 大知�ウイン 青木 孝文 新冠 村本牧場 482＋221：50．01
 92．7�
611 ハ イ ヒ ー ル 牝5鹿 55 F．ミナリク石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：51．17 100．7�

（独）

（15頭）

売 得 金
単勝： 73，035，000円 複勝： 106，964，700円 枠連： 37，475，700円
馬連： 158，571，500円 馬単： 63，056，000円 ワイド： 111，611，800円
3連複： 228，805，200円 3連単： 270，498，200円 計： 1，050，018，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 130円 � 370円 枠 連（2－5） 920円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，380円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 24，280円

票 数

単勝票数 計 730350 的中 � 99511（2番人気）
複勝票数 計1069647 的中 � 132675（3番人気）� 276600（1番人気）� 54227（7番人気）
枠連票数 計 374757 的中 （2－5） 31261（2番人気）
馬連票数 計1585715 的中 �� 121974（2番人気）
馬単票数 計 630560 的中 �� 18479（7番人気）
ワイド票数 計1116118 的中 �� 63360（2番人気）�� 19714（15番人気）�� 32186（8番人気）
3連複票数 計2288052 的中 ��� 37470（11番人気）
3連単票数 計2704982 的中 ��� 8075（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．2―48．6―1：00．7―1：12．8―1：24．1―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

サムシングジャスト �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．8．4 新潟1着

2016．5．17生 牝4黒鹿 母 ツルマルオトメ 母母 メモリーズオブロニー 13戦4勝 賞金 59，234，000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。

03070 2月16日 曇 稍重 （2東京1） 第6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，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額600万円毎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）

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
1：20．3

重
不良

48 シ ョ ー ム 牡5栗 57 横山 典弘西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 498＋101：23．6 6．7�
35 	 イーグルバローズ 牡6鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 米 C. Kidder

& N. Cole 558＋201：23．7
 34．2�
815	 ベストマッチョ �7黒鹿58 北村 宏司馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

500＋141：23．8
 35．4�
612 ド リ ュ ウ 牡5栗 57 M．デムーロ�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 450－ 21：23．9� 6．3�
816 ブルベアイリーデ 牡4鹿 57 C．ルメール �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 492± 0 〃 クビ 3．8	
36 サ ヴ ィ 牡6黒鹿57 F．ミナリクゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 41：24．0
 18．7

（独）

714 ロードグラディオ 牡4黒鹿57 丸山 元気 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 486± 01：24．31� 13．8�
23 ラ プ タ ス �4鹿 57 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 462－ 21：24．62 3．1�
611 サ ン グ ラ ス 牡9青鹿59 石川裕紀人玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B510＋ 2 〃 クビ 201．0
24 アキトクレッセント 牡8鹿 59 大野 拓弥岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508± 01：24．7� 137．4�
47 ノーブルサターン 牡6黒鹿57 島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 508± 01：24．8
 45．8�
59 タ ガ ノ ア ム 牝5鹿 55 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－ 61：24．9
 28．6�
510 ロワアブソリュー 牡7鹿 59 吉田 豊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B516－ 21：25．43 70．4�
11 クリノケンリュウ 牡6栗 57 武藤 雅栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 508± 0 〃 クビ 44．1�
713 トミケンキルカス 牡8栗 57 田辺 裕信冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 B518＋ 21：26．89 102．5�
12 	 ジャスパープリンス 牡5鹿 57 松山 弘平加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

494＋12 （競走中止） 14．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 83，209，400円 複勝： 112，965，600円 枠連： 40，778，100円
馬連： 220，441，800円 馬単： 82，040，300円 ワイド： 139，514，300円
3連複： 314，223，700円 3連単： 378，106，800円 計： 1，371，280，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 280円 � 1，200円 � 630円 枠 連（3－4） 3，560円

馬 連 �� 8，410円 馬 単 �� 14，190円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 2，560円 �� 8，690円

3 連 複 ��� 50，760円 3 連 単 ��� 291，930円

票 数

単勝票数 計 832094 的中 � 98851（4番人気）
複勝票数 計1129656 的中 � 123820（4番人気）� 22301（12番人気）� 45018（9番人気）
枠連票数 計 407781 的中 （3－4） 8858（17番人気）
馬連票数 計2204418 的中 �� 20308（30番人気）
馬単票数 計 820403 的中 �� 4336（51番人気）
ワイド票数 計1395143 的中 �� 14840（28番人気）�� 14144（32番人気）�� 4084（71番人気）
3連複票数 計3142237 的中 ��� 4642（144番人気）
3連単票数 計3781068 的中 ��� 939（776番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．1―12．3―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．7―46．8―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―3F36．8
3 ・（3，13）－15－（6，16）－（1，4，14）－（9，10，7）12－（8，11）－5 4 ・（3，13）15（6，16）（4，14）（1，7）（9，10）（8，12）11，5

勝馬の
紹 介

シ ョ ー ム �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．9．18 阪神2着

2015．5．17生 牡5栗 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 17戦5勝 賞金 106，524，000円
〔競走中止〕 ジャスパープリンス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 イーグルフェザー号・エレクトロポップ号・クラシックメタル号・コズミックフォース号・タムロミラクル号・

デアフルーグ号・ナムラミラクル号・バイラ号・ハットラブ号・ビスカリア号・フェニックスマーク号・
マルカソレイユ号・ランガディア号

※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。

２レース目



03071 2月16日 曇 稍重 （2東京1） 第6日 第11競走 ��
��1，800�第54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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

66 	 ダーリントンホール 牡3鹿 56 C．ルメールゴドルフィン 木村 哲也 英 Canning
Bloodstock Ltd 526＋ 21：49．6 6．0�

22 ビターエンダー 牡3鹿 56 F．ミナリク �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新ひだか 桜井牧場 460－10 〃 ハナ 14．1�

（独）

77 フィリオアレグロ 牡3鹿 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490＋181：50．34 4．6�
88 マイラプソディ 牡3青鹿57 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508－ 2 〃 アタマ 1．5�
33 ココロノトウダイ 牡3鹿 56 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 528＋121：50．4
 14．6	
44 シングンバズーカ 牡3黒鹿56 柴田 善臣伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 474＋ 6 〃 ハナ 32．5

11 	� エ ン 牡3鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 河津 裕昭 新 Go Bloodstock

New Zealand Ltd 466＋ 31：51．46 25．0�
（川崎）

89 シ コ ウ 牡3青鹿56 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 456－ 41：51．5
 217．5�
55 � アジュバント 牡3鹿 56 幸 英明伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 452－ 21：52．03 258．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 331，685，500円 複勝： 402，403，000円 枠連： 56，518，200円 馬連： 592，516，900円 馬単： 363，611，700円
ワイド： 282，148，700円 3連複： 744，320，000円 3連単： 2，300，012，900円 5重勝： 703，506，600円 計： 5，776，723，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 310円 � 460円 � 310円 枠 連（2－6） 2，550円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 660円 �� 410円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 16，600円

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

キャリーオーバー なし����� 101，490円

票 数

単勝票数 計3316855 的中 � 442095（3番人気）
複勝票数 計4024030 的中 � 352333（3番人気）� 216788（4番人気）� 358694（2番人気）
枠連票数 計 565182 的中 （2－6） 17111（11番人気）
馬連票数 計5925169 的中 �� 188767（10番人気）
馬単票数 計3636117 的中 �� 59983（15番人気）
ワイド票数 計2821487 的中 �� 107012（10番人気）�� 184335（5番人気）�� 115754（8番人気）
3連複票数 計7443200 的中 ��� 226023（9番人気）
3連単票数 計23000129 的中 ��� 100440（57番人気）
5重勝票数 差引計7035066（返還計 0 ） 的中 ����� 4852

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―37．6―50．5―1：03．2―1：15．3―1：26．5―1：37．9

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 2（1，3）（4，6，7）（5，8）9
2
4

・（2，3，7）（1，6）（4，8，9）－5・（1，2）（6，3）（4，7）（5，9，8）
勝馬の
紹 介

	ダーリントンホール �
�
父 New Approach �

�
母父 Pivotal デビュー 2019．7．21 函館1着

2017．3．14生 牡3鹿 母 Miss Kenton 母母 Do The Honours 4戦2勝 賞金 55，741，000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。

03072 2月16日 曇 稍重 （2東京1） 第6日 第12競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走16時25分 （1000万円以下） （芝・左）
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
1：30．5
1：30．3

良
良

710 ニシノカツナリ 牡4青鹿57 田辺 裕信西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 480＋ 41：35．1 3．6�
67 パ ル マ リ ア 牡5鹿 57 丸山 元気吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 534＋ 61：35．42 4．5�
812 ロ ザ ム ー ル 牝4栗 55 北村 宏司栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 482－ 21：35．5クビ 13．5�
68 サトノフォース 牡4黒鹿57 C．ルメール �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 460＋ 41：35．6� 3．9�
44 ステイオンザトップ 牡6栗 57 M．デムーロ �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 ハナ 4．6	
811 ソーラーフレア 牡5鹿 57 松山 弘平ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 21：35．81	 21．2

11 エイムアンドエンド 牡5鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 500＋ 61：35．9� 28．3�
56 ショワドゥロワ 牡6黒鹿57 武 豊村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 520＋121：36．0� 50．5�
22 エメラルスター 牡6黒鹿57 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 462± 01：36．32 39．3
55 ナンヨーマーズ 牡6鹿 57

55 △木幡 育也中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 41：36．4クビ 211．1�
79 スワンボート 牡10鹿 57 幸 英明田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 488－ 61：37．99 321．2�
33 アンブロークン 牡4栗 57 武藤 雅馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 514－ 41：39．7大差 13．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 134，549，300円 複勝： 161，250，800円 枠連： 56，773，500円
馬連： 273，313，000円 馬単： 117，936，600円 ワイド： 188，453，400円
3連複： 397，804，200円 3連単： 611，863，800円 計： 1，941，944，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 170円 � 300円 枠 連（6－7） 370円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 350円 �� 850円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 10，330円

票 数

単勝票数 計1345493 的中 � 295035（1番人気）
複勝票数 計1612508 的中 � 296930（1番人気）� 265707（4番人気）� 109476（6番人気）
枠連票数 計 567735 的中 （6－7） 117588（1番人気）
馬連票数 計2733130 的中 �� 314308（1番人気）
馬単票数 計1179366 的中 �� 72050（1番人気）
ワイド票数 計1884534 的中 �� 150741（2番人気）�� 54117（9番人気）�� 54957（8番人気）
3連複票数 計3978042 的中 ��� 101132（6番人気）
3連単票数 計6118638 的中 ��� 42940（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．3―47．0―59．3―1：11．0―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノカツナリ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．1．12 中山3着

2016．4．16生 牡4青鹿 母 ニシノマナムスメ 母母 ニシノフラワー 8戦3勝 賞金 40，899，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンブロークン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月16日まで平地競走

に出走できない。

５レース目

追 加 記 事（第 1回東京競馬第 5日第 12 競走）
〔その他〕　　タマモジャイブ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　タマモジャイブ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和 2

年 3月 15 日まで出走できない。



（2東京1）第6日 2月16日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 173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

268，730，000円
3，020，000円
26，010，000円
1，510，000円
31，990，000円
72，949，000円
4，910，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
1，001，368，500円
1，355，863，100円
356，100，800円
1，916，856，900円
940，390，000円
1，257，665，300円
2，651，680，700円
4，718，002，500円
703，506，600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 14，901，434，400円

総入場人員 27，362名 （有料入場人員 25，825名）
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