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03073 2月18日 晴 稍重 （5東京1） 第7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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

59 リバートゥルー 牝3芦 54 吉田 豊佐々木幸弘氏 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454± 01：26．2 3．9�

713 フクチャンビーナス 牝3栗 54 J．モレイラ福田 義明氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472± 01：26．83� 3．1�
（伯刺）

816 パイアイヤー 牝3栗 54 横山 武史ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 456－ 61：27．01� 9．0�

48 ト ゥ ピ 牝3黒鹿54 横山 和生ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 日進牧場 474－ 61：27．53 15．0�
612 ド ナ ル ビ ー 牝3黒鹿54 木幡 巧也小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 岩見牧場 444± 01：27．6� 8．0�
47 マテリアルガール 牝3栗 54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 西田雄一郎 浦河 �川 啓一 486－ 41：27．91� 15．2	
12 ペイシャアンジェロ 牝3黒鹿54 松岡 正海北所 直人氏 伊藤 伸一 日高 碧雲牧場 432－ 41：28．0� 7．0

611 アンジュール 牝3鹿 54 嶋田 純次伊東 純一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 418± 0 〃 クビ 14．4�
35 エコロヴィーガ 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹原村 正紀氏 矢野 英一 新冠 石田牧場 466－ 41：28．31� 41．9�
510 ブーケエスポワール 牝3青鹿54 戸崎 圭太髙瀬 正志氏 菊沢 隆徳 新ひだか チャンピオンズファーム 494± 01：28．83 34．2
36 サードオニックス 牝3鹿 54 武士沢友治加藤 厚子氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 516－ 41：28．9� 202．3�
815 クライアウト 牝3鹿 54 武藤 雅石瀬 浩三氏 青木 孝文 新冠 細川農場 420－ 41：29．32� 212．3�
23 エリアントゥス 牝3芦 54

52 △横山 琉人尾上 寿夫氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 460＋ 61：30．15 77．4�
714 フッカツラヴ 牝3鹿 54

51 ▲土田 真翔小林 照弘氏 尾形 和幸 新ひだか へいはた牧場 410－101：31．05 259．0�
11 ナリノビスケッツ 牝3栗 54 西村 淳也成塚 清志氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：31．2� 47．9�
24 クレナイピロコ 牝3栗 54

51 ▲西塚 洸二長橋 賢吾氏 浅野洋一郎 新ひだか 山際セントラルスタッド 448＋ 21：32．47 446．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，087，600円 複勝： 71，550，200円 枠連： 15，286，600円
馬連： 70，708，300円 馬単： 28，113，900円 ワイド： 79，477，700円
3連複： 114，568，600円 3連単： 104，864，700円 計： 532，657，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 130円 � 200円 枠 連（5－7） 610円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 310円 �� 750円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 8，960円

票 数

単勝票数 計 480876 的中 � 97406（2番人気）
複勝票数 計 715502 的中 � 132468（2番人気）� 156860（1番人気）� 75954（5番人気）
枠連票数 計 152866 的中 （5－7） 19182（1番人気）
馬連票数 計 707083 的中 �� 69818（1番人気）
馬単票数 計 281139 的中 �� 14495（2番人気）
ワイド票数 計 794777 的中 �� 71303（1番人気）�� 25193（9番人気）�� 36709（3番人気）
3連複票数 計1145686 的中 ��� 38487（3番人気）
3連単票数 計1048647 的中 ��� 8481（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．9―48．7―1：01．4―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リバートゥルー �
�
父 レッドファルクス �

�
母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2023．1．28 東京2着

2020．3．4生 牝3芦 母 フルオブグレース 母母 エ ロ ー ジ ュ 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 リバートゥルー号の騎手吉田豊は，4コーナーでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フッカツラヴ号・クレナイピロコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月18日

まで平地競走に出走できない。
ナリノビスケッツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月18日まで平地競
走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ニシノクラウディア号
（非抽選馬） 6頭 エターナルスノー号・シンプルガール号・ニシノサキュバス号・ミサイルビスケッツ号・モンセラット号・

ラヴィングメモリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03074 2月18日 晴 稍重 （5東京1） 第7日 第2競走 1，400�3歳新馬
発走10時40分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，200，000円 2，500，000円 1，600，000円 930，000円 620，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

816 パ イ リ ヴ レ 牝3栗 54 横山 武史ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 472 ―1：26．7 1．7�

59 ハ ブ ル 牡3鹿 56 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488 ―1：26．91� 13．2�

815 ミニストリー 牝3黒鹿 54
52 △横山 琉人�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 452 ―1：27．21� 5．3�

510 ネ モ フ ィ ラ 牝3芦 54 大野 拓弥田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 浦河日成牧場 446 ―1：28．37 131．4�
48 ドミネートシチー 牡3鹿 56 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 奥村 豊 浦河 富田牧場 470 ―1：28．4クビ 43．6	
612 ラフィネクリール 牡3芦 56 武藤 雅�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504 ―1：28．61� 20．6

11 ユメカナウトキ 牡3栗 56 江田 照男矢野 琢也氏 天間 昭一 新ひだか 橋本牧場 472 ―1：29．13� 79．5�
24 マナキーアハ �3鹿 56 岩部 純二佐藤 弘樹氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 470 ―1：29．41� 226．6�

（アポロノハガネ）

714 デルマスクイナゲ 牝3鹿 54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 伊藤 伸一 千歳 社台ファーム 390 ―1：29．5クビ 222．7
713 ラ イ ヴ ァ ル 牡3栗 56 T．バシュロ�マークス 牧浦 充徳 新ひだか 矢野牧場 482 ―1：29．81� 7．4�

（仏）

47 アトモスジブリール 牡3青鹿56 木幡 巧也志村 鑑彦氏 牧 光二 新ひだか 坂本 健一 434 ― 〃 クビ 14．9�
611 クリノブリーゼ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 佐竹 学 500 ―1：30．43� 113．5�
36 ト モ エ 牝3栗 54 横山 和生梅澤 明氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 502 ―1：30．93� 28．1�
12 ラブラックヒルー 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵増田 陽一氏 大和田 成 池田 高橋 直人 454 ―1：31．32� 20．1�
35 ロードヴェロシティ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 浦河 株式会社

千里ファーム 496 ―1：31．61� 65．7�
23 ドゥーザトリック 牡3栗 56 西村 淳也岡田 牧雄氏 小西 一男 新冠 石田牧場 472 ―1：36．0大差 214．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，929，800円 複勝： 47，779，200円 枠連： 14，313，500円
馬連： 51，582，100円 馬単： 27，288，700円 ワイド： 48，117，700円
3連複： 77，455，100円 3連単： 89，343，800円 計： 397，809，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 210円 � 160円 枠 連（5－8） 690円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 380円 �� 310円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 6，260円

票 数

単勝票数 計 419298 的中 � 191886（1番人気）
複勝票数 計 477792 的中 � 191439（1番人気）� 37073（4番人気）� 59451（2番人気）
枠連票数 計 143135 的中 （5－8） 15855（3番人気）
馬連票数 計 515821 的中 �� 42706（3番人気）
馬単票数 計 272887 的中 �� 15919（3番人気）
ワイド票数 計 481177 的中 �� 32483（3番人気）�� 43036（1番人気）�� 13767（9番人気）
3連複票数 計 774551 的中 ��� 38939（2番人気）
3連単票数 計 893438 的中 ��� 10331（9番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．3―12．6―12．2―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．6―36．9―49．5―1：01．7―1：13．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ イ リ ヴ レ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2020．4．19生 牝3栗 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドゥーザトリック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月18日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゼウスビスティー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 東京競馬 第７日



03075 2月18日 晴 稍重 （5東京1） 第7日 第3競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．3

重
良

24 ヴァナルガンド 牡3青鹿56 C．ルメール �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 友田牧場 456－ 21：37．9 1．8�

815 トウキチロウ 牡3黒鹿56 田辺 裕信岡 浩二氏 蛯名 正義 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 480± 01：39．38 6．3�

612 ラッキーコイン 牡3黒鹿56 松岡 正海吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 482＋ 41：39．61� 10．1�
23 ノアタイクーン 牡3黒鹿56 武士沢友治佐山 公男氏 鈴木慎太郎 日高 広中 稔 492＋ 41：39．7� 220．2�
713 ニシノソレガシ �3黒鹿56 江田 照男西山 茂行氏 小島 茂之 浦河 ガーベラパー

クスタツド 526－181：40．12� 67．8�
510 リ ー ア 牝3黒鹿54 横山 和生小泉 修氏 小西 一男 浦河 高岸 順一 442± 01：40．2アタマ 217．9	
611 クレセントウイング 牡3鹿 56 武藤 雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 浦河 高昭牧場 462－101：40．52 12．3

59 � サイレントウィンド 牡3鹿 56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 米

St. Simon
Place LLC &
Scott Stephens

508＋ 2 〃 アタマ 20．8�
12 マ ン ス ー ル 牡3鹿 56 T．バシュロ �シルクレーシング 栗田 徹 新冠 新冠橋本牧場 468± 01：40．81� 10．4

（仏）

11 テンプーシャオン 牡3栗 56 J．モレイラ村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 440＋ 21：41．33� 7．6�
（伯刺）

48 マライアガーネット 牡3鹿 56 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 村下 清志 512＋ 21：41．83 483．3�
47 ハクサンモンチュ 牡3栗 56 井上 敏樹河﨑 五市氏 武藤 善則 浦河 	川 啓一 478＋ 41：42．01� 466．3�
714 ノースサイド 牡3鹿 56

53 ▲土田 真翔油木 大樹氏 勢司 和浩 新ひだか 西川富岡牧場 470± 0 〃 クビ 509．1�
35 テーオーマツカゼ 牡3栗 56

55 ☆秋山 稔樹大橋 利幸氏 蛯名 利弘 新冠 大林ファーム 474＋121：42．85 548．5�
36 � モダナイズクィーン 牝3栗 54 横山 武史小田 吉男氏 武井 亮 米 Grantley

Acres 474＋ 81：43．75 14．0�
816 ナックレガシー 牡3栗 56 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 豊洋牧場 512＋ 6 〃 ハナ 333．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，355，800円 複勝： 84，798，300円 枠連： 15，571，600円
馬連： 66，032，200円 馬単： 31，905，300円 ワイド： 66，958，600円
3連複： 97，387，500円 3連単： 115，594，200円 計： 529，603，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連（2－8） 580円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 230円 �� 280円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 3，510円

票 数

単勝票数 計 513558 的中 � 218837（1番人気）
複勝票数 計 847983 的中 � 409015（1番人気）� 95784（2番人気）� 72864（3番人気）
枠連票数 計 155716 的中 （2－8） 20672（3番人気）
馬連票数 計 660322 的中 �� 83178（1番人気）
馬単票数 計 319053 的中 �� 31667（1番人気）
ワイド票数 計 669586 的中 �� 79590（1番人気）�� 61507（3番人気）�� 29779（7番人気）
3連複票数 計 973875 的中 ��� 62704（1番人気）
3連単票数 計1155942 的中 ��� 23848（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．3―47．6―1：00．4―1：12．9―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァナルガンド �
�
父 シビルウォー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2023．2．5 東京2着

2020．5．4生 牡3青鹿 母 ニホンピロルピナス 母母 ニホンピロタイラ 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 テンプーシャオン号の騎手J．モレイラは，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・13番・2

番・11番・15番）
〔その他〕 モダナイズクィーン号は，3コーナー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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナックレガシー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月18日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ルージュアマルフィ号
（非抽選馬） 3頭 オメガキャプテン号・デザイアーフェーム号・ニシノスナイパー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03076 2月18日 晴 稍重 （5東京1） 第7日 第4競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走11時40分 （ダート・左）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．3

重
良

23 ネオヒューズ 牡5栗 58 横山 和生西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 512－ 61：37．7 28．6�
35 スパークインザアイ �6鹿 58 武藤 雅西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：37．8� 21．3�
12 ホワイトクロウ �5芦 58 石橋 脩 �キャロットファーム 矢野 英一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B478± 01：37．9� 12．0�
612 ヤマニンクイッカー 牡4青鹿 58

56 △横山 琉人土井 肇氏 田島 俊明 浦河 廣田 光夫 464－ 6 〃 アタマ 3．8�
713 コンクエスト 牡4鹿 58 戸崎 圭太前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B502－ 61：38．0� 3．3�
11 パーカッション �4青 58 T．バシュロ �キャロットファーム 田中 博康 安平 ノーザンファーム 544＋12 〃 クビ 7．3	

（仏）

59 メテオダヴリル 牝5鹿 56 大野 拓弥�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 504＋ 81：38．21 44．7


714 カールスモーキー 牡4黒鹿58 C．ルメール 中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 494－ 21：38．3� 9．0�
47 セイウンオードリー 牡5鹿 58 江田 照男西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 522－ 21：38．4クビ 34．3�
816 ミヤビクライ 牡4鹿 58 松岡 正海村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 B492＋ 81：39．25 13．0
36 プラウドヘリテージ 牡4鹿 58 北村 宏司ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 41：39．62� 65．0�
815 テイエムダイアタリ 牡5黒鹿58 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 532＋ 81：39．81� 280．6�
611 ミ ン ト 牝4栗 56 伊藤 工真石川 達絵氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 480＋101：40．01 89．0�
24 ヨドノドリーム 牡6鹿 58 内田 博幸海原 聖一氏 稲垣 幸雄 浦河 林農場 506＋181：40．21� 190．6�
510 ヴォルケニック 牡4栗 58 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 41：40．3アタマ 11．2�
48 � ミ ル ニ ュ イ 牝4芦 56 横山 武史小林 昌子氏 栗田 徹 新冠 村上 欽哉 520＋ 3 （競走中止） 33．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，935，600円 複勝： 70，871，100円 枠連： 17，712，300円
馬連： 74，705，000円 馬単： 29，300，400円 ワイド： 81，778，500円
3連複： 121，991，900円 3連単： 112，299，400円 計： 551，594，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，860円 複 勝 � 620円 � 500円 � 330円 枠 連（2－3） 11，660円

馬 連 �� 15，030円 馬 単 �� 34，010円

ワ イ ド �� 4，140円 �� 2，260円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 25，460円 3 連 単 ��� 232，620円

票 数

単勝票数 計 429356 的中 � 11999（9番人気）
複勝票数 計 708711 的中 � 28413（9番人気）� 36384（8番人気）� 60475（3番人気）
枠連票数 計 177123 的中 （2－3） 1177（28番人気）
馬連票数 計 747050 的中 �� 3851（48番人気）
馬単票数 計 293004 的中 �� 646（99番人気）
ワイド票数 計 817785 的中 �� 5034（48番人気）�� 9371（26番人気）�� 11193（25番人気）
3連複票数 計1219919 的中 ��� 3593（91番人気）
3連単票数 計1122994 的中 ��� 350（717番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―12．4―12．6―12．6―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．9―34．4―46．8―59．4―1：12．0―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネオヒューズ �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 Wild Rush デビュー 2021．3．20 中山6着

2018．5．23生 牡5栗 母 スズノメガミ 母母 Sue’s Temper 16戦2勝 賞金 18，870，000円
〔発走状況〕 ミルニュイ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 ミルニュイ号は，発走合図後に出遅れ，前進気勢を欠いたため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ミルニュイ号は，令和5年2月19日から令和5年3月20日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 フォーチュネイト号・リバーサルバレット号
※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18日 晴 良 （5東京1） 第7日 第5競走 2，400�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

818 ニシノレヴナント �3栗 56 大野 拓弥西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか タツヤファーム 486＋ 22：26．2 16．1�
36 ナイトインロンドン 牡3芦 56 西村 淳也窪田 芳郎氏 大竹 正博 平取 坂東牧場 478＋ 2 〃 クビ 70．5�
24 サングラデーション 牡3黒鹿56 J．モレイラ �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 420＋ 22：26．51� 2．5�

（伯刺）

714 エコロマーベリック 牡3鹿 56 横山 武史原村 正紀氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B502－ 22：26．6クビ 32．6�
12 ロンギングタイム 牡3黒鹿56 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 ハナ 6．1�
817 フェスティヴビーム 牡3鹿 56 柴田 大知臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 454＋ 22：26．7� 57．7	
816 サロンドブラック 牡3黒鹿56 C．ルメール 辻子 依旦氏 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 494－ 62：26．91 2．9

59 クールサムタイム 牡3青鹿56 津村 明秀川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 久井牧場 480± 0 〃 アタマ 105．0�
510 フォスティーヌ 牝3鹿 54 吉田 豊吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 440＋ 4 〃 アタマ 78．8�
612 ウインユアソング 牡3黒鹿56 菊沢 一樹ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 82：27．85 514．2�
611 コトブキヘスペラス 牡3黒鹿56 江田 照男尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 464＋ 22：27．9� 428．1�
713 サンマルグレイト 牡3鹿 56 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 436－ 42：28．21� 48．8�
11 フクシマブルース 牝3芦 54 嶋田 純次西本 資史氏 石毛 善彦 新冠 ビッグレッドファーム 410＋ 42：28．83� 461．2�
48 サ ト ノ ロ ワ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500± 02：29．01� 8．1�
35 グランラウディー 牡3鹿 56

55 ☆永野 猛蔵小島 章義氏 黒岩 陽一 新冠 ハクレイファーム B516＋ 82：29．1クビ 292．9�
23 アワビキング 牡3鹿 56 T．バシュロ陳 立文氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 466＋ 22：29．2� 31．7�

（仏）

47 マロンルピナス 牝3栗 54 木幡 巧也プレミアムレースホース 菊川 正達 日高 広富牧場 420＋ 22：29．3� 551．8�
715 ク リ イ ロ 牝3栗 54 三浦 皇成石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 大北牧場 406＋ 22：33．2大差 82．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 56，566，700円 複勝： 60，647，300円 枠連： 17，442，900円
馬連： 72，474，600円 馬単： 29，731，500円 ワイド： 74，591，900円
3連複： 111，469，700円 3連単： 117，750，000円 計： 540，674，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 360円 � 1，050円 � 160円 枠 連（3－8） 6，200円

馬 連 �� 35，500円 馬 単 �� 86，420円

ワ イ ド �� 7，710円 �� 840円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 31，660円 3 連 単 ��� 317，350円

票 数

単勝票数 計 565667 的中 � 28024（5番人気）
複勝票数 計 606473 的中 � 39312（5番人気）� 11643（11番人気）� 131575（2番人気）
枠連票数 計 174429 的中 （3－8） 2178（15番人気）
馬連票数 計 724746 的中 �� 1582（48番人気）
馬単票数 計 297315 的中 �� 258（105番人気）
ワイド票数 計 745919 的中 �� 2411（49番人気）�� 24079（7番人気）�� 7040（26番人気）
3連複票数 計1114697 的中 ��� 2640（75番人気）
3連単票数 計1177500 的中 ��� 269（592番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．2―12．5―12．5―11．9―12．4―12．8―12．8―11．3―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．5―35．7―48．2―1：00．7―1：12．6―1：25．0―1：37．8―1：50．6―2：01．9―2：14．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．6
1
3

・（11，14）2（3，15）（13，16）（4，5）（1，7）17（9，18）10（8，12）6・（11，14）（2，16）（4，15）（1，3，13）（5，7）（9，17）（10，18）（8，12）－6
2
4

11，14（2，15）（3，16）（4，13）－（1，5）7（9，17）（10，18）（8，12）－6・（11，14）（2，16）4（1，15）（3，13）（9，7，17，18）5（10，8，12）6
勝馬の
紹 介

ニシノレヴナント �
�
父 ネ ロ �

�
母父 コンデュイット デビュー 2022．8．21 新潟6着

2020．3．3生 �3栗 母 ニシノアモーレ 母母 ニシノマナムスメ 5戦1勝 賞金 7，600，000円
〔発走状況〕 サングラデーション号は，発走地点への集合に遅れたため発走時刻3分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリイロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月18日まで平地競走に出走

できない。
〔3走成績による出走制限〕 フクシマブルース号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年4月18日まで平地競走に出走で

きない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビギドリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03078 2月18日 晴 良 （5東京1） 第7日 第6競走 ��1，600�3歳未勝利
発走13時05分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

47 ハリケーンリッジ 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 426－ 21：35．0 1．5�
24 キタノブライド 牝3栗 54 田辺 裕信北所 直人氏 高橋 裕 様似 髙村 伸一 410－ 21：35．1クビ 7．7�
12 サムワンライクユー 牡3鹿 56 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 458－ 8 〃 クビ 81．4�
713 アルヴィエンヌ 牝3鹿 54 J．モレイラ�橋口 林 徹 安平 ノーザンファーム 468＋12 〃 クビ 5．5�

（伯刺）

510 ムンドエルモソ 牝3鹿 54 三浦 皇成山本又一郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 422± 01：35．2クビ 26．9	
714 トーセンクオーレ 牝3鹿 54 江田 照男島川 
哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 410± 01：35．41 243．2�
815 ユナヴィール 牝3鹿 54 横山 武史林 正道氏 尾関 知人 新冠 秋田牧場 412＋14 〃 � 46．8�
612 マテンロウアネモス 牝3鹿 54 横山 和生寺田千代乃氏 久保田貴士 日高 前野牧場 448－ 61：35．71� 14．9
59 ベリーズテソーロ 牝3青 54

52 △横山 琉人了德寺健二ホール
ディングス� 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 6 〃 アタマ 141．3�

11 ニシノリーデル 牝3黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 佐藤 鉄也 414± 01：35．91� 107．1�
611 メルシーステップ 牝3青鹿 54

51 ▲西塚 洸二星加 浩一氏 中川 公成 日高 春木ファーム 462＋ 21：36．11 42．8�
48 ワ ビ ス ケ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 金成 貴史 安平 ゼットステーブル 470＋ 21：36．21 418．5�
36 ココリアイランド 牡3鹿 56 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 438＋ 2 〃 ハナ 44．6�
35 リ ア ル ガ チ 牡3鹿 56 吉田 豊馬目 卓氏 萱野 浩二 日高 ナカノファーム 442＋ 21：36．41 401．5�
23 パールテソーロ 牝3黒鹿54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 日高 リョーケンファー
ム株式会社 458－ 61：36．93 13．6�

816 ポーラーナイト 牝3黒鹿 54
53 ☆永野 猛蔵�下河辺牧場 稲垣 幸雄 日高 下河辺牧場 470－ 41：37．32� 346．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，102，900円 複勝： 185，081，000円 枠連： 16，462，100円
馬連： 66，127，100円 馬単： 39，640，200円 ワイド： 75，954，500円
3連複： 105，874，600円 3連単： 150，024，800円 計： 693，267，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 630円 枠 連（2－4） 340円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，350円 �� 4，990円

3 連 複 ��� 9，490円 3 連 単 ��� 22，960円

票 数

単勝票数 計 541029 的中 � 284201（1番人気）
複勝票数 計1850810 的中 � 1373852（1番人気）� 101282（3番人気）� 17112（10番人気）
枠連票数 計 164621 的中 （2－4） 37518（1番人気）
馬連票数 計 661271 的中 �� 94491（2番人気）
馬単票数 計 396402 的中 �� 40057（2番人気）
ワイド票数 計 759545 的中 �� 84806（2番人気）�� 13294（14番人気）�� 3456（39番人気）
3連複票数 計1058746 的中 ��� 8362（31番人気）
3連単票数 計1500248 的中 ��� 4737（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．6―47．8―1：00．3―1：11．7―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．7
3 12，8（3，7）（2，14）（9，10）（1，15）（5，11）13（4，16）6 4 ・（12，8）（3，7）（2，14）（9，10）（1，15）（5，16）13（11，6）4

勝馬の
紹 介

ハリケーンリッジ �
�
父 リアルスティール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．11．19 東京3着

2020．2．4生 牝3鹿 母 ワシントンレガシー 母母 フロールデセレッソ 3戦1勝 賞金 9，500，000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） 1頭 レゼルノワール号
（非抽選馬） 1頭 グラスミラー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03079 2月18日 晴 稍重 （5東京1） 第7日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・左）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 フォトスフィア 牡4栗 58 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 510－ 41：25．7 3．6�
611 フミバレンタイン 牝4青鹿56 三浦 皇成林 文彦氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 クビ 5．1�
714 ランプロファイア 牝4鹿 56 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 474＋181：25．8� 13．1�
47 � コウソクブラック 牡4鹿 58 C．ルメール 野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム 498－ 21：26．12 3．9�
713 ブロードマリー 牝5鹿 56 伊藤 工真 �ユートピア牧場 林 徹 新ひだか 服部 牧場 B440± 01：26．3	 30．1�
816 ビップアクア 牝4栗 56 菊沢 一樹鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 川端 正博 B454＋101：26．4� 226．0	
35 ライヴアメシスト 牝4鹿 56

55 ☆永野 猛蔵澤田 孝之氏 黒岩 陽一 浦河 中村 雅明 420＋ 61：26．5� 48．8

11 ジュラメント 牝5黒鹿56 柴田 善臣犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 448＋ 4 〃 クビ 47．9�
24 オ リ 牡4鹿 58 内田 博幸 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 488＋141：26．6クビ 11．2
48 オーロラアーク 牝4芦 56 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 豊洋牧場 422－101：27．02� 4．4�
23 グラサージュ 牝4黒鹿56 津村 明秀保坂 和孝氏 林 徹 日高 下河辺牧場 528＋ 4 〃 クビ 70．1�
510� マ イ バ ウ ム 牡5黒鹿58 田中 勝春栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 468－ 81：27．42� 177．1�
612� ネ ク タ リ ス 牡4栗 58 西村 淳也吉田 照哉氏 西田雄一郎 千歳 社台ファーム 468－101：27．61
 29．7�
815 ルージュブラン 牝5芦 56 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 伊坂 重信 千歳 社台ファーム 466－ 41：28．02� 211．5�
59 セイウンダイモス 牡5栗 58 大野 拓弥西山 茂行氏 和田 勇介 新ひだか 棚川 光男 494＋121：28．21� 384．2�
36 � ハートホイップ 牝4芦 56 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 蛯名 利弘 新ひだか 聖心台牧場 472－ 11：29．47 233．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，407，700円 複勝： 63，298，400円 枠連： 19，810，600円
馬連： 79，588，300円 馬単： 33，567，100円 ワイド： 77，599，000円
3連複： 124，350，200円 3連単： 130，993，600円 計： 582，614，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 170円 � 330円 枠 連（1－6） 820円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 350円 �� 930円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 16，620円

票 数

単勝票数 計 534077 的中 � 116487（1番人気）
複勝票数 計 632984 的中 � 127786（1番人気）� 99964（3番人気）� 38651（6番人気）
枠連票数 計 198106 的中 （1－6） 18675（3番人気）
馬連票数 計 795883 的中 �� 77567（2番人気）
馬単票数 計 335671 的中 �� 16576（3番人気）
ワイド票数 計 775990 的中 �� 63230（2番人気）�� 20443（9番人気）�� 15809（15番人気）
3連複票数 計1243502 的中 ��� 22154（12番人気）
3連単票数 計1309936 的中 ��� 5713（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．7―47．8―59．9―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．9
3 3（6，7，16）4，11（1，12）（5，13）（2，8，10）15（9，14） 4 3，7（6，16）（4，11）（1，12）（5，13）（2，8，10）－（9，14，15）

勝馬の
紹 介

フォトスフィア �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2022．2．20 東京1着

2019．5．31生 牡4栗 母 タ マ ヒ カ ル 母母 トーワナゴン 9戦2勝 賞金 18，770，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カラパタール号・ハンデンキング号
（非抽選馬） 1頭 ヒロノゴウカイ号

03080 2月18日 晴 稍重 （5東京1） 第7日 第8競走 ��2，100�4歳以上2勝クラス
発走14時05分 （ダート・左）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

816 ウォーロード 牡5黒鹿58 大野 拓弥プレミアムレースホース 和田 勇介 安平 �橋本牧場 488＋ 22：12．0 26．8�
611 プリモスペランツァ 牡4栗 57 田辺 裕信伊藤 篤氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 486－ 62：12．21� 3．3�
24 セブンスレター 牡4鹿 57 T．バシュロ熊坂 俊一氏 武井 亮 新冠 松浦牧場 492＋ 2 〃 ハナ 5．1�

（仏）

12 ヒミノフラッシュ 牡5黒鹿58 石橋 脩佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 560＋ 2 〃 クビ 9．4�
59 メ ラ ー キ 牡6青鹿58 松岡 正海大塚 亮一氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 500＋162：12．3クビ 68．0�
23 アンクラウデッド 牡5栗 58 西村 淳也 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 508＋ 2 〃 クビ 85．6	
714 キングサーガ �6黒鹿58 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B480－ 62：12．61	 2．0

713 ヤマノマタカ 牡6鹿 58 木幡 巧也澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B500＋ 62：13．02
 166．9�
612 ブリッツェンシチー �7鹿 58 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 B536＋ 82：13．1クビ 184．4
11 ビートザウイングス �6栗 58 横山 武史 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B490＋ 42：13．42 39．6�
815 リズムオブザナイト 牡5鹿 58 北村 宏司吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B482－ 62：13．61� 175．2�
47 スズノイナズマ �5青鹿58 津村 明秀小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 478－ 8 〃 ハナ 279．5�
35 マイネルサハラ 牡4黒鹿 57

56 ☆永野 猛蔵 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 雄二 浦河 金石牧場 482＋ 62：14．66 26．7�

48 メイショウシロガネ 牡5鹿 58
57 ☆秋山 稔樹松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 450－18 〃 アタマ 115．1�

36 キョウエイパラスト 牡6栗 58 宮崎 北斗田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム 514－ 6 〃 クビ 475．9�
510 ファーストソリスト 牝5黒鹿 56

54 △横山 琉人�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 480－ 42：15．45 69．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，217，600円 複勝： 126，083，000円 枠連： 17，787，900円
馬連： 79，902，800円 馬単： 42，556，400円 ワイド： 73，093，600円
3連複： 126，029，000円 3連単： 171，495，800円 計： 687，166，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，680円 複 勝 � 1，100円 � 290円 � 360円 枠 連（6－8） 4，450円

馬 連 �� 4，700円 馬 単 �� 13，020円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，840円 �� 460円

3 連 複 ��� 7，780円 3 連 単 ��� 79，440円

票 数

単勝票数 計 502176 的中 � 14956（6番人気）
複勝票数 計1260830 的中 � 26289（5番人気）� 126383（2番人気）� 96354（3番人気）
枠連票数 計 177879 的中 （6－8） 3092（10番人気）
馬連票数 計 799028 的中 �� 13172（11番人気）
馬単票数 計 425564 的中 �� 2450（23番人気）
ワイド票数 計 730936 的中 �� 15561（9番人気）�� 9699（14番人気）�� 43648（5番人気）
3連複票数 計1260290 的中 ��� 12136（21番人気）
3連単票数 計1714958 的中 ��� 1565（179番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―12．6―13．0―13．1―12．5―11．8―12．6―12．5―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―18．1―30．7―43．7―56．8―1：09．3―1：21．1―1：33．7―1：46．2―1：58．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウォーロード �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．2．6 東京11着

2018．5．9生 牡5黒鹿 母 アールヌーヴォー 母母 ビューチフルドラマ 14戦3勝 賞金 44，395，000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 コバルトブルー号・ダッシュダクラウン号・トーセンマーク号・メリディアン号
※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。



03081 2月18日 晴 良 （5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，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

66 ホウオウビスケッツ 牡3鹿 56 横山 和生小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 81：59．3 26．5�
44 サ ス ツ ル ギ 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：59．61� 4．1�
77 マ キ シ 牡3鹿 56 T．バシュロ大島 昌也氏 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 488－101：59．7� 7．4�

（仏）

11 ジェモロジー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 482± 01：59．81 4．2�
810 ジェイパームス 牡3黒鹿56 J．モレイラエムズレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496＋ 22：00．01� 3．1�

（伯刺）

78 マイネルビジョン 牡3鹿 56 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 458± 02：00．52� 99．5


33 ニシノプロポーズ 牡3鹿 56 三浦 皇成西山 茂行氏 松山 将樹 浦河 フクオカファーム 482－102：00．81	 8．1�
55 ルーチェロッサ 牝3黒鹿54 横山 琉人 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 相沢 郁 新ひだか 岡田スタツド 454± 02：01．01� 97．0�
22 シリアルノヴェル 牡3栗 56 横山 武史 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 472－ 42：01．21� 29．8
89 アップトゥミー 牝3鹿 54 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス	 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482－ 22：01．51	 9．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 76，227，100円 複勝： 88，497，200円 枠連： 18，542，000円
馬連： 108，744，400円 馬単： 43，938，500円 ワイド： 91，164，900円
3連複： 153，303，900円 3連単： 206，895，200円 計： 787，313，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，650円 複 勝 � 510円 � 180円 � 230円 枠 連（4－6） 7，390円

馬 連 �� 6，030円 馬 単 �� 16，730円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 3，180円 �� 740円

3 連 複 ��� 13，450円 3 連 単 ��� 124，580円

票 数

単勝票数 計 762271 的中 � 22976（7番人気）
複勝票数 計 884972 的中 � 36427（7番人気）� 152495（2番人気）� 99485（5番人気）
枠連票数 計 185420 的中 （4－6） 1943（18番人気）
馬連票数 計1087444 的中 �� 13959（20番人気）
馬単票数 計 439385 的中 �� 1969（46番人気）
ワイド票数 計 911649 的中 �� 12846（20番人気）�� 7136（27番人気）�� 33248（10番人気）
3連複票数 計1533039 的中 ��� 8548（43番人気）
3連単票数 計2068952 的中 ��� 1204（305番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．1―12．5―12．6―11．8―11．6―11．2―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―36．5―49．0―1：01．6―1：13．4―1：25．0―1：36．2―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

ホウオウビスケッツ �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 ルーラーシップ デビュー 2022．12．10 中山1着

2020．6．5生 牡3鹿 母 ホウオウサブリナ 母母 トラヴェシーア 2戦2勝 賞金 17，931，000円
〔発走状況〕 マキシ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03082 2月18日 晴 稍重 （5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，3勝クラス；負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

11 ダノンラスター �7鹿 58 J．モレイラ�ダノックス 堀 宣行 千歳 社台ファーム B472± 02：09．1 4．4�
（伯刺）

510 テ ン カ ハ ル 牡5栗 58 戸崎 圭太ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 クビ 13．5�
35 ホウオウバリスタ 牡4黒鹿57 C．ルメール 小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 酒井 亨 B522－ 42：10．27 2．3�
816 ケイアイシェルビー 牡5鹿 58 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 474＋ 22：10．51	 11．8�
47 ヴィジョンオブラヴ 牡8青鹿58 丸田 恭介大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 516＋102：10．92
 84．5�
12 ホウオウルーレット 牡4鹿 57 横山 和生小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 22：11．43 3．7	
48 デルマオニキス 牡6芦 58 北村 宏司浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 502＋182：11．61� 128．8

59 オンザフェーヴル 牡6栗 58 石橋 脩廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 498＋ 6 〃 ハナ 65．0�
815 リ ー ヴ ル 牡7栗 58 木幡 巧也�G1レーシング 辻 哲英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498± 02：11．7クビ 424．8�
714� コパノリッチマン 牡6栃栗58 津村 明秀小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 514－ 6 〃 クビ 32．9
713 トモジャリア 牡5黒鹿58 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 482＋222：12．01	 41．1�
612 マイネルクロンヌ 牡6鹿 58 T．バシュロ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 514－ 62：12．1	 36．1�
（仏）

23 ショウナンアーチー 牡5鹿 58 西村 淳也国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 500－ 22：12．2クビ 34．5�
611 アベックフォルス 牡6鹿 58 田辺 裕信田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 492＋102：13．47 57．4�
24 ロ ジ テ ィ ナ 牡8黒鹿58 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 550＋ 22：14．46 544．7�
36 ラブパイロー 牝4青鹿55 永野 猛蔵増田 陽一氏 大和田 成 浦河トラストスリーファーム 484＋ 42：16．3大差 130．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 91，990，400円 複勝： 93，853，200円 枠連： 38，704，300円
馬連： 144，377，700円 馬単： 56，969，800円 ワイド： 117，521，000円
3連複： 219，647，800円 3連単： 242，786，800円 計： 1，005，851，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 320円 � 130円 枠 連（1－5） 1，370円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 270円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 19，420円

票 数

単勝票数 計 919904 的中 � 165973（3番人気）
複勝票数 計 938532 的中 � 165318（2番人気）� 53343（5番人気）� 227342（1番人気）
枠連票数 計 387043 的中 （1－5） 21762（5番人気）
馬連票数 計1443777 的中 �� 32111（10番人気）
馬単票数 計 569698 的中 �� 8479（14番人気）
ワイド票数 計1175210 的中 �� 23899（11番人気）�� 127064（1番人気）�� 34370（7番人気）
3連複票数 計2196478 的中 ��� 62169（6番人気）
3連単票数 計2427868 的中 ��� 9061（47番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―12．6―12．1―11．9―12．8―12．6―12．3―12．4―12．0―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．2―30．8―42．9―54．8―1：07．6―1：20．2―1：32．5―1：44．9―1：56．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ダノンラスター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Majestic Warrior デビュー 2018．10．7 東京1着

2016．2．12生 �7鹿 母 プリンセスオブシルマー 母母 Storm Dixie 16戦4勝 賞金 77，091，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブパイロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月18日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダノンブレット号
（非抽選馬） 2頭 ダッチマン号・フジマサインパクト号
※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。



03083 2月18日 晴 良 （5東京1） 第7日 第11競走 ��
��3，400�第73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，R4．2．19以降R5．2．12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 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000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
3：29．4
3：29．4

良
良

24 ミクソロジー 牡4栗 56 西村 淳也江馬 由将氏 辻野 泰之 日高 タバタファーム 434－ 23：29．1レコード 3．7�
35 ヒュミドール �7鹿 56 田辺 裕信�サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 468＋ 43：29．2クビ 77．5�
12 シ ル ブ ロ ン 牡5鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 502＋ 23：29．52 3．1�
816 ベスビアナイト �6鹿 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B510＋ 83：29．71 37．5�
48 レクセランス 牡6鹿 56 T．バシュロ �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 486－ 23：29．8� 13．1�

（仏）

612 マリノアズラ 牝5黒鹿53 横山 武史矢野まり子氏 小手川 準 日高 クラウン日高牧場 476－103：29．9	 11．8	
47 カウディーリョ 牡7黒鹿56 大野 拓弥 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 462＋ 43：30．64 96．3

714 トーセンカンビーナ 牡7鹿 56 江田 照男島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486＋143：30．81 35．3�
510 メイショウテンゲン 牡7芦 55 木幡 巧也松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 464－ 8 〃 クビ 103．3
611 スタッドリー 牡5鹿 56 J．モレイラ �シルクレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 23：31．22� 5．1�
（伯刺）

23 トラストケンシン 牡8鹿 54 丸田 恭介菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 472－ 23：31．4	 37．6�
713 タイセイモナーク 牡7鹿 53 三浦 皇成田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B498－ 6 〃 クビ 21．1�
11 キ ス ラ ー 牡7青鹿54 内田 博幸�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 480－ 63：31．61
 132．3�
36 アスクワイルドモア 牡4黒鹿56 田中 勝春廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 464－203：31．7� 23．4�
59 ヴェローチェオロ 牡5栗 56 戸崎 圭太大野 照旺氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 498 3：31．91 20．3�
815 ウインキートス 牝6黒鹿55 横山 和生�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 486± 03：34．2大差 19．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 205，682，500円 複勝： 245，445，300円 枠連： 91，624，500円
馬連： 479，941，200円 馬単： 154，864，300円 ワイド： 403，140，200円
3連複： 950，571，400円 3連単： 927，854，300円 計： 3，459，123，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 1，140円 � 150円 枠 連（2－3） 4，640円

馬 連 �� 18，950円 馬 単 �� 26，040円

ワ イ ド �� 4，700円 �� 290円 �� 4，390円

3 連 複 ��� 17，300円 3 連 単 ��� 121，000円

票 数

単勝票数 計2056825 的中 � 439201（2番人気）
複勝票数 計2454453 的中 � 460613（2番人気）� 36365（13番人気）� 510163（1番人気）
枠連票数 計 916245 的中 （2－3） 15283（20番人気）
馬連票数 計4799412 的中 �� 19621（48番人気）
馬単票数 計1548643 的中 �� 4460（73番人気）
ワイド票数 計4031402 的中 �� 19863（50番人気）�� 432466（1番人気）�� 21286（47番人気）
3連複票数 計9505714 的中 ��� 41205（55番人気）
3連単票数 計9278543 的中 ��� 5559（355番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．8―12．7―12．2―12．7―12．3―12．7―12．6―12．2―11．5―11．7―12．2―12．3―11．9―11．7
―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．1―25．0―37．8―50．5―1：02．7―1：15．4―1：27．7―1：40．4―1：53．0―2：05．2―2：16．7―2：28．4

2，600� 2，800� 3，000� 3，200�
―2：40．6―2：52．9―3：04．8―3：16．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミクソロジー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2021．10．16 阪神5着

2019．5．4生 牡4栗 母 スターエンジェル 母母 コ マ ー ズ 10戦5勝 賞金 100，768，000円
〔制裁〕 ミクソロジー号の騎手西村淳也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）

スタッドリー号の騎手J．モレイラは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03084 2月18日 晴 良 （5東京1） 第7日 第12競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （芝・左）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．8

良
良

68 モーソンピーク 牡6青鹿58 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506± 01：48．0 5．8�
56 カ ナ テ ー プ 牝4鹿 55 J．モレイラ C．フィプケ氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 452－ 81：48．1クビ 5．4�

（伯刺）

55 セラフィナイト 牡5鹿 58 T．バシュロ �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B460＋ 2 〃 クビ 9．5�
（仏）

33 マイネルクリソーラ 牡4栗 57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 41：48．41� 3．8�

11 トランキリテ 牡4鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 81：48．5� 42．2	

811 ロードカテドラル 牡4黒鹿57 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 502± 0 〃 クビ 4．9

812 ヴィクトゥーラ 牡5黒鹿58 横山 武史近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 496＋ 81：48．6クビ 8．9�
44 ミ ズ リ ー ナ 牝6鹿 56 的場 勇人北山 敏�氏 的場 均 浦河 ヒダカフアーム 494± 01：48．71 69．9
710 ジュンブルースカイ 牡5鹿 58 西村 淳也河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448± 01：48．91� 10．0�
67 ロールアップ 牝4鹿 55 三浦 皇成石川 達絵氏 中内田充正 浦河 酒井牧場 444－ 8 〃 クビ 15．4�
22 ポッドヴァイン 牡4鹿 57 横山 和生小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 414－ 21：49．11� 82．3�
79 ナックイルシーブ 牡5芦 58 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－101：49．41� 201．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 108，241，500円 複勝： 149，046，000円 枠連： 38，631，700円
馬連： 191，903，300円 馬単： 72，508，500円 ワイド： 174，495，300円
3連複： 287，495，200円 3連単： 357，046，400円 計： 1，379，367，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 210円 � 240円 枠 連（5－6） 1，030円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，000円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 5，440円 3 連 単 ��� 26，080円

票 数

単勝票数 計1082415 的中 � 148751（4番人気）
複勝票数 計1490460 的中 � 174576（4番人気）� 195043（3番人気）� 155347（5番人気）
枠連票数 計 386317 的中 （5－6） 28945（6番人気）
馬連票数 計1919033 的中 �� 77598（7番人気）
馬単票数 計 725085 的中 �� 14900（14番人気）
ワイド票数 計1744953 的中 �� 59835（13番人気）�� 44493（15番人気）�� 43764（16番人気）
3連複票数 計2874952 的中 ��� 39569（23番人気）
3連単票数 計3570464 的中 ��� 9924（105番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．3―12．7―12．7―12．2―11．2―11．2―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．8―49．5―1：02．2―1：14．4―1：25．6―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F33．6

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

勝馬の
紹 介

モーソンピーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fastnet Rock デビュー 2019．11．24 東京4着

2017．5．3生 牡6青鹿 母 モ シ ー ン 母母 Sumehra 13戦3勝 賞金 58，947，000円
〔制裁〕 カナテープ号の騎手J．モレイラは，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50，000円。（被害馬：12番・10

番・7番・9番）
※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。



（5東京1）第7日 2月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 184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

264，860，000円
3，020，000円
39，610，000円
1，620，000円
34，270，000円
84，630，000円
5，332，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
880，745，200円
1，286，950，200円
321，890，000円
1，486，087，000円
590，384，600円
1，363，892，900円
2，490，144，900円
2，726，949，000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 11，147，043，800円

総入場人員 24，189名 （有料入場人員 23，490名）
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