
03091 2月17日 晴 良 （25東京1）第8日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時20分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

611 トシザグレイト 牡4鹿 57 藤岡 佑介上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 474＋101：33．6 5．3�
714 サトノプレジデント �4黒鹿57 G．ブノワ 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 アタマ 20．7�

（仏）

24 ロンギングダンサー 牡4黒鹿57 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 474－ 41：33．7クビ 5．5�
12 エパティック 牝5鹿 55 福永 祐一村木 篤氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 474＋141：33．8	 8．2�
816 ゴールドカルラ 牝5鹿 55 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 516－ 4 〃 アタマ 3．7�
35 
 バルダメンテ 牡4青鹿57 和田 竜二前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 518＋ 2 〃 クビ 41．2�
36 � キングロンシャープ 牡5栗 57 幸 英明小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 484＋10 〃 ハナ 43．4	
23 ラ パ ー ジ ュ 牝4青鹿 55

53 △嶋田 純次 
ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 464± 01：34．01� 36．6�
48 トーセンオーラ 牝4鹿 55 岩田 康誠島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 2 〃 アタマ 18．1
11 パリソワール 牡4栗 57

54 ▲杉原 誠人丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 434－ 2 〃 アタマ 105．2�
59 ロジメジャー 牡4黒鹿57 蛯名 正義久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492＋ 8 〃 ハナ 11．0�
612 ユッカマウンテン 牝4栗 55 W．ビュイック 吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 458＋14 〃 ハナ 8．1�

（英）

47 マイネルマルシェ 牡6黒鹿57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 462± 01：34．31	 31．4�

713 コスモミレネール 牝4鹿 55 F．ベリー �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 41：35．36 28．5�
（愛）

815� トーセンカルツェ 牡6栗 57 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 486＋301：35．93 196．3�
510 ジェネスサンキュー 牡5芦 57 柴山 雄一山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム 460＋ 41：36．0クビ 42．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，768，800円 複勝： 54，596，900円 枠連： 30，852，300円
馬連： 86，372，400円 馬単： 50，267，400円 ワイド： 37，250，600円
3連複： 106，300，000円 3連単： 161，155，000円 計： 559，563，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 540円 � 210円 枠 連（6－7） 1，960円

馬 連 �� 9，440円 馬 単 �� 15，360円

ワ イ ド �� 2，610円 �� 1，070円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 21，310円 3 連 単 ��� 100，290円

票 数

単勝票数 計 327688 的中 � 49451（2番人気）
複勝票数 計 545969 的中 � 72679（3番人気）� 22192（8番人気）� 76262（2番人気）
枠連票数 計 308523 的中 （6－7） 11628（11番人気）
馬連票数 計 863724 的中 �� 6753（38番人気）
馬単票数 計 502674 的中 �� 2416（60番人気）
ワイド票数 計 372506 的中 �� 3462（34番人気）�� 8815（8番人気）�� 3692（31番人気）
3連複票数 計1063000 的中 ��� 3682（80番人気）
3連単票数 計1611550 的中 ��� 1186（363番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．4―47．1―59．0―1：10．4―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トシザグレイト �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2011．12．25 中山11着

2009．2．25生 牡4鹿 母 トシメロディー 母母 サツマリーベ 12戦2勝 賞金 22，328，000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 ミヤコライジング号
※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。

03092 2月17日 晴 良 （25東京1）第8日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

33 ジョングルール 牡4黒鹿56 蛯名 正義吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 510－ 41：59．1 1．8�
46 ソルレヴァンテ 牡4鹿 56 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 476＋ 21：59．31� 7．3�
45 ラスヴェンチュラス 牝4鹿 54 幸 英明西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 412＋ 61：59．4� 5．9�
610 サンデーミューズ 牝6栗 55 W．ビュイック H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 4 〃 ハナ 16．3�
（英）

69 マイネルシュライ 牡5青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B492－ 61：59．71	 11．9�
813 ニシノボレロ 牡4青鹿56 和田 竜二西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 492＋ 2 〃 ハナ 142．3	
58 ローレルブレット 牡4黒鹿56 田辺 裕信 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 440－ 4 〃 ハナ 9．2

711 オメガブレイン 牡5鹿 57 横山 典弘原 
子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 472＋ 61：59．8	 33．7�
712 バウンシングライト 牡8栗 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム 498＋101：59．9	 33．2
22 � トーセンインディ 牝5芦 55 江田 照男島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－ 22：00．21	 164．9�
34 マイネソルシエール 牝5栗 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 484＋222：00．3� 247．8�
57 エバーシャイニング 牝6黒鹿55 G．ブノワ 宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 510－ 22：00．93� 96．5�

（仏）

814 アドマイヤレイ 牡4鹿 56 F．ベリー 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B518－142：01．11� 35．3�
（愛）

11 ドリームゴスペル 牡6鹿 57 吉田 豊セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 534－ 82：01．84 109．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 43，395，300円 複勝： 75，219，700円 枠連： 34，369，100円
馬連： 100，846，200円 馬単： 72，614，700円 ワイド： 42，206，300円
3連複： 119，315，200円 3連単： 241，162，800円 計： 729，129，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 170円 枠 連（3－4） 240円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 280円 �� 230円 �� 700円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 2，870円

票 数

単勝票数 計 433953 的中 � 198423（1番人気）
複勝票数 計 752197 的中 � 315513（1番人気）� 77377（3番人気）� 86516（2番人気）
枠連票数 計 343691 的中 （3－4） 110015（1番人気）
馬連票数 計1008462 的中 �� 126266（2番人気）
馬単票数 計 726147 的中 �� 68089（2番人気）
ワイド票数 計 422063 的中 �� 39599（2番人気）�� 50466（1番人気）�� 12712（7番人気）
3連複票数 計1193152 的中 ��� 91604（1番人気）
3連単票数 計2411628 的中 ��� 62082（2番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―11．5―11．7―11．8―12．1―12．7―11．2―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．8―36．3―48．0―59．8―1：11．9―1：24．6―1：35．8―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ジョングルール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．12．17 中山1着

2009．5．4生 牡4黒鹿 母 デルモニコキャット 母母 Glass Ceiling 9戦3勝 賞金 46，462，000円
〔制裁〕 オメガブレイン号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※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 シンボリニース号・ボーイフレンド号
※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。


