
０３０３７ ２月５日 晴 稍重 （１８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００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

１：２２．７
１：２１．９

良

重

８１５� トーホウカウンター 牝３栗 ５４ 藤田 伸二東豊物産� 戸田 博文 浦河 吉田 隆 ４４６－ ６１：２８．６ ４．８�

２３ コアレスボニータ 牝３鹿 ５４
５２ △丹内 祐次小林 昌志氏 池上 昌弘 平取 コアレススタッド ４１０－ ４１：２８．７� ５２０．４�

３５ � ペンタコード 牝３鹿 ５４ D．バルジュー岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 猿倉牧場 ４３０－ ８ 〃 クビ １１．０�
（伊）

５１０� スペシャルプレイス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４８－ ６１：２８．８� ８．６�
１１ � ショウナンバラード 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�湘南 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：２９．６５ １．６�
２４ �� コスモアクチュアル 牝３鹿 ５４ 梶 晃啓岡田美佐子氏 稲葉 隆一 門別 石原牧場 ４４２± ０１：２９．７� ３４３．４	
７１３ クリノハッピーデイ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 日向牧場 ４５０＋ ４１：２９．９１� １１．９

１２ � ミヤギカントリー 牝３栗 ５４

５１ ▲水出 大介菅原 光博氏 大和田 稔 三石 白井 吉美 ４２８－ ６１：３０．３２� ２５０．８�
３６ ロイバーフェイム 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 ４３４－２２１：３０．４� ３６．８�
７１４� ケイアイベローナ 牝３芦 ５４ 内田 博幸亀田 守弘氏 二ノ宮敬宇 門別 シンコーファーム ４０８＋ ４１：３０．５クビ ２４．１

（大井）

４７ イブキハゴロモ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�伊吹 星野 忍 門別 小岩牧場 ４５２－ ４１：３０．６� １３７．５�
６１２ タケデンジャズ 牝３黒鹿５４ 土谷 智紀武市 弘氏 田子 冬樹 新冠 新冠橋本牧場 ４５２＋ ６１：３０．７� ４４０．７�
４８ クワントミアモーレ 牝３鹿 ５４

５１ ▲吉田 隼人永野千枝子氏 大江原 哲 静内 矢野牧場 ４２４－ ４１：３０．８� ３３５．１�
６１１ インディアバッハ 牝３栗 ５４

５３ ☆石橋 脩小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４３８－ ６１：３１．０１� ７６．０�
８１６ アトミックカフェ 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳西川 恭子氏 沢 峰次 門別 ヤナガワ牧場 ４０２＋ ４１：３４．１大差 ６４８．８�
５９ � シ ャ リ ー ク 牝３鹿 ５４ 武士沢友治北所 直人氏 保田 一隆 静内 石川牧場 ４１８－１０ （競走中止） ９０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３４８，２００円 複勝： ２２，９４６，６００円 枠連： ２４，２０３，３００円

普通馬連： ８４，８１１，３００円 馬単： ９３，６５３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９４０，６００円

３連複： １０６，５９２，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３７４，４９６，０００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １７０円 � ６，７５０円 � ２９０円 枠 連（２－８） １８，４８０円

普通馬連 �� ９０，７２０円 馬 単 �� １２６，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２０，６９０円 �� ６６０円 �� １９，３６０円

３ 連 複 ��� １５７，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９３４８２ 的中 � ３２３２０（２番人気）
複勝票数 計 ２２９４６６ 的中 � ４７７０６（２番人気）� ６４８（１５番人気）� ２０８４８（４番人気）
枠連票数 計 ２４２０３３ 的中 （２－８） ９６７（２７番人気）
普通馬連票数 計 ８４８１１３ 的中 �� ６９０（５６番人気）
馬単票数 計 ９３６５３５ 的中 �� ５４８（９５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９４０６ 的中 �� ２６２（６６番人気）�� ９３６９（６番人気）�� ２８０（６２番人気）
３連複票数 計１０６５９２５ 的中 ��� ５００（１４１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．０―１３．１―１２．６―１３．２―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３５．８―４８．９―１：０１．５―１：１４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．８―３F３９．７
３ ３，１５（１，６）１３（５，１１）（４，１０）１４－（７，１２，１６）（２，８）＝９ ４ ３，１５，６（１，１３）５（４，１０，１１）（７，１４）１６（２，１２，８）

勝馬の
紹 介

�トーホウカウンター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２００５．１２．１８ 中山５着

２００３．５．１０生 牝３栗 母 ヤエノジョオー 母母 リンクスオブゴールド ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔競走中止〕 シャリーク号は，競走中に疾病〔右下腿骨複骨折〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アトミックカフェ号は，平成１８年３月５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 オリオンガーネット号・オンワードアリア号・シノワールド号・マリンブルー号・ワライナガラ号
（非抽選馬） １頭 ジェネスタキオン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０３８ ２月５日 晴 稍重 （１８東京１）第４日 第２競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１５ アサクサブラボー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二田原源一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：２０．８ １．７�

４７ ロックリヴァー 牡３鹿 ５６
５５ ☆松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４５８－ ８１：２１．２２� ５．４�

７１３� クリノビスケット 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣栗本 博晴氏 内藤 一雄 門別 三輪牧場 ４２０＋ ２１：２１．９４ １３．６�
６１０� セイカホルン 牡３栗 ５６

５３ ▲鈴木 慶太久米 誠氏 稲葉 隆一 浦河 永田 克之 ４１６－ ２１：２２．４３ ３３５．６�
５８ 	 リリウオカラニ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �グリーンファーム 松田 国英 米 James M.

Herbener Jr. ４６０－ ８ 〃 アタマ ３．９�
３５ 	 ワイルドインローズ 牡３栗 ５６

５３ ▲吉田 隼人藤田与志男氏 柴崎 勇 米 Double D
Farm Corp. ４６８－ ８１：２２．６１� ２３．２�

２３ リ ソ ウ 牡３栗 ５６ 田中 勝春中村 政勝氏 成宮 明光 青森 明成牧場 ４８０－ ８１：２３．２３� ３１．１	
２２ 	 スプリームスー 牝３栗 ５４ 小野 次郎泉 俊二氏 柴田 政人 愛 S. Izumi ４２０－１２１：２３．５２ １６９．１

１１ ミヨノビクトリー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司�関根商事 秋山 雅一 新冠 渕瀬フアーム ４６２± ０１：２３．６クビ ２６５．５�
３４ マルタカギャラン 牡３鹿 ５６

５４ △丹内 祐次高橋 義和氏 清水 美波 静内 平井牧場 ４３６－ ４１：２３．７
 ３２８．６
４６ スマイルブルーム 牡３鹿 ５６ 村田 一誠三枝 栄二氏 富田 一幸 新冠 安達 洋生 ４７２－ ６１：２３．８� １７７．３�
６１１�� ペ シ ミ ス ト 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳橋本 善吉氏 本郷 一彦 静内

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４４８± ０１：２３．９� ６９．８�
５９ � スナークスイセン 牝３黒鹿５４ D．バルジュー杉本仙次郎氏 佐藤 吉勝 静内 マークリ牧場 B４５６－１６１：２５．２８ ３９．１�

（伊）

８１４� モールドコウスケ 牡３鹿 ５６
５３ ▲水出 大介小西 秀男氏 吉永 正人 青森 北村 守彦 ４５２＋ ４１：２５．９４ ５１２．７�

７１２� フジマサプリンセス 牝３鹿 ５４
５１ ▲大野 拓弥藤原 正一氏 奥平 雅士 門別 千葉飯田牧場 ４１４－１０１：２７．７大差 ３１６．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，８４３，７００円 複勝： ２１，３６６，７００円 枠連： ２６，２１２，２００円

普通馬連： ９６，３４０，８００円 馬単： １０８，０７６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５０１，８００円

３連複： １１７，０３５，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４１４，３７７，０００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（４－８） ３４０円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３３０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９８４３７ 的中 � ９４５６２（１番人気）
複勝票数 計 ２１３６６７ 的中 � ７６２３８（１番人気）� ３４６９４（３番人気）� １９８８３（４番人気）
枠連票数 計 ２６２１２２ 的中 （４－８） ５７２７４（２番人気）
普通馬連票数 計 ９６３４０８ 的中 �� ２２４８９４（１番人気）
馬単票数 計１０８０７６４ 的中 �� １７４６６１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５０１８ 的中 �� ４６９０４（１番人気）�� １７７４４（４番人気）�� ８４８１（６番人気）
３連複票数 計１１７０３５４ 的中 ��� ８２９４８（２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．２―２９．９―４２．３―５４．７―１：０７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アサクサブラボー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．８．２８ 新潟２着

２００３．２．１３生 牡３鹿 母 レディゴシップ 母母 レデイフランダーズ ６戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スナークスイセン号・フジマサプリンセス号は，平成１８年３月５日まで平地競走に出走できない。

モールドコウスケ号は，平成１８年４月５日まで平地競走に出走できない。
※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。



０３０３９ ２月５日 晴 稍重 （１８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００分 （ダート・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

６６ � ポートエリザベス 牝３栃栗５４ 勝浦 正樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 門別 前川ファーム ４１８ ―１：４２．４ ７．４�

４４ � ローランシャルフ 牡３鹿 ５６
５５ ☆松岡 正海斉藤 敏博氏 相沢 郁 三石 元道牧場 ４６８ ―１：４２．９３ ３．６�

８８ ダイワパンテーラ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：４３．０クビ ２．５�
３３ � ピックアウト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�前川企画 伊藤 正徳 青森 太田ファーム ４８０ ―１：４４．６１０ １３．９�
８９ � ダイワアスカロン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 三石 大塚牧場 ４４４ ―１：４４．９２ ８３．４�
２２ � サンライズダンス 牡３黒鹿５６ 内田 博幸吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：４５．８５ ３．４�

（大井）

７７ カイエンタイ 牡３黒鹿５６ 小野 次郎飯田 良枝氏 伊藤 伸一 静内 千代田牧場 ４８４ ―１：４６．４３� ２９．０	
５５ � ソヨフクカゼ 牡３鹿 ５６

５５ ☆石橋 脩古川 智洋氏 萱野 浩二 三石 坂本牧場 ４９０ ―１：４７．７８ ５１．２


（８頭）
１１ エールスタンス 牝３黒鹿５４ D．バルジュー吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ― ― （出走取消）

（伊）

売 得 金

単勝： １９，２９０，５００円 複勝： １５，３７１，４００円 枠連： １６，３７９，３００円

普通馬連： ６２，６０４，６００円 馬単： ８５，６６６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７５４，６００円

３連複： ７３，６５３，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２８７，７２０，７００円

払 戻 金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（４－６） １，０８０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� ２，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ２５０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９２９０５ 的中 � ２０６８６（４番人気）
複勝票数 計 １５３７１４ 的中 � ２０１４３（４番人気）� ２８１９７（３番人気）� ４９５９５（１番人気）
枠連票数 計 １６３７９３ 的中 （４－６） １１２７８（５番人気）
普通馬連票数 計 ６２６０４６ 的中 �� ３９５９９（５番人気）
馬単票数 計 ８５６６６９ 的中 �� ２２９４２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７５４６ 的中 �� ９０１１（６番人気）�� １４２６３（４番人気）�� ２３８９０（１番人気）
３連複票数 計 ７３６５３４ 的中 ��� ９２６００（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．４―３６．９―５０．３―１：０３．９―１：１７．０―１：２９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．１―３F３８．５
３ ４（２，５）６（９，８）－（７，３） ４ ４（６，２，５）（９，８）－３，７

勝馬の
紹 介

�ポートエリザベス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Kingmambo 初出走

２００３．６．８生 牝３栃栗 母 マドモアゼルランド 母母 Perfect Example １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 エールスタンス号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
※エールスタンス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０４０ ２月５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（１８東京１）第４日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

４５ コネクトフォー �６鹿 ６０ 横山 義行吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４３：２２．１ ２．２�

２２ ニシノヘブンズドア 牡５黒鹿 ６０
５７ ▲水出 大介西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ５６６± ０３：２２．７３� ５．２�

６１０ メイスンボーイ �６栗 ６０ 浜野谷憲尚梅村 浩氏 岩戸 孝樹 様似 様似共栄牧場 ５２８± ０３：２３．１２� ４．１�
８１４� セリーンスカイ 牡４栗 ５９ 林 満明前田 幸治氏 武田 博 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ４８６＋１０３：２３．６３ ４４．９�
３４ ランドブラザー 牡５栗 ６０ 嘉堂 信雄木村 善一氏 福島 勝 静内 高橋 修 ４９６－１８３：２３．９２ ３１．７�
３３ � ハイヤーザンヘブン 牡５黒鹿６０ 田中 剛関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４７０－１０３：２４．０	 １５．５�
４６ � ブルーデスティニー 牝６鹿 ５８ 出津 孝一 �荻伏レーシング・クラブ 武 宏平 新冠 川上 悦夫 ４３８＋ ２３：２５．６１０ ２４．６	
８１３� トウショウフラッグ 牡４鹿 ５９ 宗像 徹トウショウ産業� 阿部 新生 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７４＋１４３：２６．３４ ４１．３

５８ イチバンタイソウシ �５栗 ６０ 菊池 憲太松本 俊廣氏 西塚 安夫 静内 西川富岡牧場 ４７８± ０３：２６．９３� ７１．２�
７１１ マルブツトルネード 牡４鹿 ５９ 今村 康成大澤 毅氏 大久保正陽 浦河 松田 憲一 ４４６± ０３：２７．１１
 １１．２�
７１２� ユウターアクティブ �４鹿 ５９ 白坂 聡上山 利広氏 南田美知雄 浦河 江島牧場 ４６４－ ２３：３３．５大差 ３１４．２
１１ � ゲイリーアイトーン �４芦 ５９ 江田 勇亮中村 浩章氏 河野 通文 米 Green

Gates Farm ５６２＋１２３：３３．７１
 １５．２�
６９ �� ハバナフォンテン 牡８黒鹿６０ 矢原 洋一吉橋 計氏 山田 要一 様似 清水スタッド ４３０± ０３：３４．９７ ２４８．９�
５７ � ワンダーラムタラ 牡４栗 ５９ 山本 康志山本 信行氏 富田 一幸 浦河 高昭牧場 ４６６＋１１３：４０．０大差 １５２．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，４３０，９００円 複勝： １５，０７５，６００円 枠連： ２３，６５０，８００円

普通馬連： ７５，８２７，８００円 馬単： ８２，３７７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７０６，７００円

３連複： １０３，６３６，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３３３，７０５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（２－４） ５００円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ２１０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４４３０９ 的中 � ５２４９４（１番人気）
複勝票数 計 １５０７５６ 的中 � ４４５２９（１番人気）� ２２３００（３番人気）� ３１５０２（２番人気）
枠連票数 計 ２３６５０８ 的中 （２－４） ３５３６３（２番人気）
普通馬連票数 計 ７５８２７８ 的中 �� ９０８２４（２番人気）
馬単票数 計 ８２３７７４ 的中 �� ６８１２６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７０６７ 的中 �� １５８４３（２番人気）�� ２４６９０（１番人気）�� １２３１３（３番人気）
３連複票数 計１０３６３６７ 的中 ��� １１４０１５（１番人気）

上り １マイル １：４８．０ ４F ５３．２－３F ３９．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コネクトフォー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００２．７．１３ 新潟６着

２０００．４．２８生 �６鹿 母 ユ メ シ バ イ 母母 ヨドセンリヨウ 障害：２戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔制裁〕 セリーンスカイ号の騎手林満明は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔その他〕 ワンダーラムタラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ワンダーラムタラ号は，平成１８年３月５日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 エイシンヴァイデン号・サマードレス号・ジャガー号・シルバーデューク号・ゼンノソロモン号・

ソルジャーシチー号・タカラアジュディ号・ダンツムソウ号・テイエムイットー号・テルミドール号・
トウキュウリンド号・トーセンデルマーレ号・ニーマルファイター号・マイネルスピニッチ号・レオルーセント号・
ワイズタイクーン号



０３０４１ ２月５日 晴 良 （１８東京１）第４日 第５競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５９ � ナスノハツカゼ 牡３青鹿５６ 内田 博幸�須野牧場 平井 雄二 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４６０± ０２：２８．８ ２．２�

（大井）

５１０�� コスモスコヴィル 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳岡田美佐子氏 沢 峰次 門別 白瀬 明 ４４６－ ２２：２９．１２ １１．０�
３５ �� トーセンクルーズ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広島川 �哉氏 佐々木亜良 浦河 上山牧場 ４７０－ ２２：２９．２� ２０．１�
２４ � エマルノジョン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春今井 正一氏 宗像 義忠 門別 下河辺牧場 ４７６± ０２：２９．５２ ７３．９�
６１２	 コスモハンブルグ 牡３青 ５６ 柴田 善臣岡田美佐子氏 稲葉 隆一 愛 J. McGarry ４８４± ０ 〃 アタマ ７．６�
４７ � ミヤコタイガー 牡３栗 ５６

５３ ▲吉田 隼人吉田喜代司氏 成宮 明光 青森 明成牧場 ４８６－ ８２：２９．７� ４６．３	
７１３� マイネルオルペウス 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中川 公成 新冠 セントラルスタツド B４５４－ ４ 〃 クビ ９２．３�
１２ シルクアヴァロン 牡３栗 ５６ 福永 祐一有限会社シルク大久保龍志 静内 見上牧場 ４５６－１０２：２９．８
 １６．３�
６１１ トウカイチーフ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝内村 正則氏 後藤 由之 浦河 松栄牧場 ５０６＋ ８２：３０．０１
 １１．７
１１ �� ハセノオリヒメ 牝３鹿 ５４ 江田 照男長谷川�一氏 大江原 哲 浦河 濱田牧場 ４４２－１４２：３０．２１
 ８２．５�
３６ � ケイジーウィザード 牡３栗 ５６ 北村 宏司鹿倉 勝�氏 加藤 修甫 三石 山腰 義忠 ４６４± ０２：３０．５１� １８．３�
７１４ トーセンジュビリー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８０－１２２：３０．９２
 ６．０�
８１５� ハセノビリーブ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一長谷川�一氏 二ノ宮敬宇 門別 大江牧場 ４５０－ ８２：３１．２１� ９５．６�
４８ � マイネルプリメーロ 牡３栗 ５６

５３ ▲水出 大介 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 平井 雄二 新冠 コスモビューファーム ３８８－ ４２：３１．６２
 ２０３．８�

８１６� キャプテンツヨシ 牡３黒鹿５６ D．バルジュー折手 邦雄氏 上原 博之 三石 折手牧場 ５３４± ０２：３２．６６ ２３８．５�
（伊）

２３ � カ ツ ホ マ レ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４３６－１０２：３６．１大差 １２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，５４４，３００円 複勝： ２９，９２５，８００円 枠連： ３８，３３１，１００円

普通馬連： １２５，９９５，９００円 馬単： １１１，８１１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，９５０，３００円

３連複： １５１，８２２，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５１６，３８１，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２８０円 � ４００円 枠 連（５－５） ９００円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ８１０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ４，１７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５５４４３ 的中 � ９３７６７（１番人気）
複勝票数 計 ２９９２５８ 的中 � １０１１７２（１番人気）� ２２５９７（５番人気）� １３８４０（７番人気）
枠連票数 計 ３８３３１１ 的中 （５－５） ３１５８９（５番人気）
普通馬連票数 計１２５９９５９ 的中 �� ９５２２６（２番人気）
馬単票数 計１１１８１１０ 的中 �� ５９０７４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２９５０３ 的中 �� ２０３６４（２番人気）�� ９９５５（８番人気）�� ４４６２（２１番人気）
３連複票数 計１５１８２２８ 的中 ��� ２６８９２（１２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１３．０―１３．５―１２．５―１２．５―１２．２―１２．３―１２．３―１１．９―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２３．８―３６．８―５０．３―１：０２．８―１：１５．３―１：２７．５―１：３９．８―１：５２．１―２：０４．０―２：１６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．７
１
３
７－１４，５，１３（４，３）（２，１６）－（１，１１）１５－６（８，１０）１２，９・（７，１４）（５，３，１３）－（４，１６）（２，１１，１５）（１，１０）（８，６，９，１２）

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

勝馬の
紹 介

�ナスノハツカゼ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 アレミロード デビュー ２００５．１１．２６ 東京４着

２００３．４．４生 牡３青鹿 母 ナスノプリティー 母母 リアルプリティ ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔その他〕 カツホマレ号は，１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。
※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 マイネルイディオス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０４２ ２月５日 晴 良 （１８東京１）第４日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

８１０ ジョウテンライジン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 ４５０ ―１：５０．０ ５．３�

１１ �� プロトプラスト 牡３黒鹿５６ 内田 博幸池谷 誠一氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４３０ ―１：５０．４２� ７．９�
（大井）

７８ オメガグランプリ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一原 	子氏 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ５０６ ― 〃 クビ ２．３�
５５ � ビエンナーレ 牝３鹿 ５４

５１ ▲吉田 隼人松本 俊廣氏 河野 通文 静内 神垣 道弘 ３８６ ―１：５０．７２ ７９．０�
７９ ダイワストーミー 
３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４７８ ―１：５０．９１� ５３．４�
６７ �� ガ ブ 
３鹿 ５６ 大庭 和弥海谷 幸司氏 高橋 義博 静内 石川 栄一 ４６２ ―１：５１．１１� １６１．４�
４４ � カナハラグリーン 牡３芦 ５６ 郷原 洋司寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ４６６ ―１：５１．３１� ３４．３�
６６ エアダヴィンチ 牡３鹿 ５６ 武 豊 	ラッキーフィールド伊藤 雄二 静内 藤原牧場 ４９６ ―１：５１．４� ４．０

３３ �� リキアイグレイト 牡３鹿

５６
５５ ☆松岡 正海高山 幸雄氏 的場 均 静内 石川 新一 ４８４ ― 〃 ハナ ８０．２�

２２ � マイスターシャーレ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４７６ ―１：５１．６１� ３３．５�

８１１� ショウナンタイトル 牡３黒鹿５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５０８ ―１：５２．４５ ７．４

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，８３３，４００円 複勝： ２５，９３６，８００円 枠連： ２４，２２０，３００円

普通馬連： ９７，４７４，０００円 馬単： １１１，７２７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９１２，６００円

３連複： １１３，４７５，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４２２，５８０，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（１－８） １，１５０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ３，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ２４０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５８３３４ 的中 � ３８９９６（３番人気）
複勝票数 計 ２５９３６８ 的中 � ４１０１９（３番人気）� ３１５３３（４番人気）� ７４５４９（１番人気）
枠連票数 計 ２４２２０３ 的中 （１－８） １５６１９（５番人気）
普通馬連票数 計 ９７４７４０ 的中 �� ４４３９９（７番人気）
馬単票数 計１１１７２７６ 的中 �� ２５６８４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９１２６ 的中 �� ９８８３（７番人気）�� ２７６７８（２番人気）�� １９４１８（３番人気）
３連複票数 計１１３４７５９ 的中 ��� ７５７０２（３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１２．０―１２．６―１２．８―１２．８―１１．８―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３６．５―４９．１―１：０１．９―１：１４．７―１：２６．５―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

ジョウテンライジン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００３．４．８生 牡３鹿 母 ライジングサンデー 母母 タレンテイドガール １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 リキアイグレイト号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０４３ ２月５日 晴 良 （１８東京１）第４日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．７
１：２１．９

良

重

５９ � カマーバンド 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 ４７２＋ ８１：２７．８ ２．６�

２４ �� オリオンシリウス 牝３栗 ５４ 吉田 豊日浦 桂子氏 谷原 義明 三石 大塚牧場 ５１２＋ ８１：２８．１１� ５３．３�
２３ � ス パ イ シ ー 牝３栗 ５４

５１ ▲水出 大介加藤 峰男氏 吉永 正人 豊浦 飯原牧場 ４４４± ０１：２８．４２ ３８．６�
８１６� タマモニューリズム 牡３鹿 ５６

５５ ☆松岡 正海タマモ� 手塚 貴久 静内 曾我 博 ４９４＋ ８１：２８．６１	 １７．３�
７１３� アルカライズ 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹 �社台レースホース奥平 真治 白老 白老ファーム ４８０± ０ 〃 ハナ ５．９�
６１１ トーヨーハヤテ 牝３鹿 ５４ D．バルジュー�トーヨークラブ 中島 敏文 門別トーヨークラブ北海道支店 ４４８± ０１：２８．９２ １５．２	

（伊）

３６ � マイネルスカット 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 静内 タイヘイ牧場 ４９２－ ４ 〃 アタマ ３．５

５１０�
 コスモライトニング 牡３鹿 ５６ 池田 鉄平岡田美佐子氏 畠山 重則 青森 松坂 長寿 ４５６－ ７１：２９．０� １３８．３�
４８ � マンマミーア 牡３芦 ５６

５３ ▲吉田 隼人 �天羽�治牧場 堀井 雅広 門別 小西 章 ４７６± ０１：２９．４２� ８９．０�
３５ � ヒットニーロクニー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸中島 稔氏 佐々木清明 門別 沖田牧場 ４２４－ ２１：２９．５クビ ７６．８

（船橋） （大井）

７１４ プリンセスヨコハマ 牝３鹿 ５４ 吉永 護平澤 基男氏 吉永 正人 静内 グランド牧場 ４６０－ ４ 〃 クビ １３６．０�
８１５� ミズサワゲンキ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�畠山牧場 畠山 重則 浦河 浦河土肥牧場 ４３０－ ６１：２９．６クビ ３１４．３�
１１ ケイアイフォーユー 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二亀田 守弘氏 鈴木 康弘 新冠 武田牧場 ４５２－ ８１：２９．７� ７．６�
４７ � ブルーパピヨン 牡３芦 ５６ 田中 勝春 �荻伏レーシング・クラブ 佐々木亜良 門別 藤本 直弘 ５０２＋ ６１：２９．８� １６．４�
６１２�� マグマノーベル 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳小原 巖氏 本郷 一彦 門別 川端 正博 ４５４± ０１：２９．９� ２７９．５�
１２ � バクシンジャパン 牡３栗 ５６ 郷原 洋司酒井 祐三氏 郷原 洋行 新冠 浜口牧場 B４６８－ ２１：３０．３２� ２６１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，３６８，６００円 複勝： ２６，７５４，４００円 枠連： ３１，６６４，４００円

普通馬連： １４２，８３３，２００円 馬単： １２５，６３５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，５１８，０００円

３連複： １５４，７０８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５３５，４８２，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １７０円 � １，３３０円 � ５７０円 枠 連（２－５） ３，１３０円

普通馬連 �� ８，４２０円 馬 単 �� １１，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７９０円 �� １，７４０円 �� ６，３１０円

３ 連 複 ��� ５７，８４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３３６８６ 的中 � ７２８９２（１番人気）
複勝票数 計 ２６７５４４ 的中 � ５８８０４（１番人気）� ４１８７（９番人気）� １０５２８（８番人気）
枠連票数 計 ３１６６４４ 的中 （２－５） ７４７１（１７番人気）
普通馬連票数 計１４２８３３２ 的中 �� １２５２０（２７番人気）
馬単票数 計１２５６３５０ 的中 �� ７７４４（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０５１８０ 的中 �� ２６９５（２８番人気）�� ４３８９（２１番人気）�� １１７３（４３番人気）
３連複票数 計１５４７０８８ 的中 ��� １９７４（１２１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．２―１２．６―１２．５―１２．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．２―３６．４―４９．０―１：０１．５―１：１４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カマーバンド �
�
父 ミ シ ル �

�
母父 ミルジヨージ

２００３．３．３生 牝３芦 母 マネーバンドル 母母 ダイニヴエンチア １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
地方デビュー ２００５．６．７ 札幌

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 スーパーキャノン号・スーパーパンサー号・セイウンハンクス号・デュアルプロセッサ号・ボストンキコウシ号・

メジロシリング号・モエレフィールド号・モエロタケショウ号・レッドバースピン号・ロードスウェアー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０４４ ２月５日 晴 良 （１８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１３時５０分 （ダート・左）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．１．７以降４歳５００・
５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

３５ マドンナシチー 牝５黒鹿５５ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 奥平 真治 門別 富川田中牧場 ４９０± ０１：２０．３ ７５．５�

５１０ アルバレスト 牡４青鹿５７ 柴山 雄一吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４７０－ ８１：２０．４� ３．６�
２４ � リトルスポーツカー 牝４栗 ５５

５２ ▲吉田 隼人藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Flaxman
Holdings Ltd. ４５０± ０ 〃 クビ ３．９�

３６
	


� ボトムフィッシャー 牡５青鹿 ５７

５６ ☆松岡 正海平井 卓志氏 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４６２－ ２１：２０．５クビ ７．０�
６１１ レオマジック 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣�レオ 中島 敏文 浦河 江谷 重雄 ４８６－ ２ 〃 クビ ７．９�
４８ � ドリームソニック 牡５黒鹿５７ 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 米 North

Wales LLC ５０８－１２１：２０．７１� １４．３�
２３ オースミナイス 牡４黒鹿５７ 福永 祐一山路 秀則氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７８＋ ２１：２０．８クビ ５４．４	
７１４� ゴールデンヴィット 牡６黒鹿５７ 田中 勝春三広 武志氏 成島 英春 門別 森永 正昭 ５３８＋ ４ 〃 ハナ ４０．５

１１ � バニヤンゴスペル 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝津村 靖志氏 石毛 善彦 米 Green

Gates Farm ４５４＋ ２１：２１．１２ １２．３�
８１５ タイキデスティニー 牡４鹿 ５７ 武 豊�大樹ファーム 伊藤 雄二 大樹 大樹ファーム ４４６± ０１：２１．２クビ ９．６
６１２�� トーホウフローラ 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二東豊物産� 古賀 史生 米 Thomas－

Lakin－Kintz ４６８－ ２１：２１．８３� ４１．８�
７１３� ユキノサプライズ 牡４黒鹿５７ 武士沢友治井上 基之氏 中野渡清一 静内 服部 牧場 ４８４± ０１：２２．０１ ２２８．３�
５９ 	� ショウナンキング 牡５栗

５７
５５ △丹内 祐次西城 公雄氏 清水 美波 門別 坂戸 節子 ４７０－ ８１：２２．１� ２２６．７�

８１６ メジロバーマン 牝４栗 ５５ 村田 一誠メジロ商事� 尾形 充弘 伊達 メジロ牧場 ５２６＋１８１：２２．５２� １１．２�
１２ 
� クリノトップオー 牡４鹿 ５７ D．バルジュー栗本 博晴氏 小島 茂之 新冠 坂元牧場 ４３４－１９１：２３．０３ １０２．５�

（伊）

４７ トレトレジョリ 牝６鹿 ５５
５４ ☆石橋 脩��昭牧場 富田 一幸 三石 三石川上牧場 ５１８＋ ８１：２４．１７ ８６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，０１３，３００円 複勝： ３６，３２７，１００円 枠連： ４０，８５１，８００円

普通馬連： １７５，９５５，２００円 馬単： １３２，７２２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，１１３，１００円

３連複： １８３，４８３，５００円 ３連単： 発売なし 計： ６３３，４６６，４００円

払 戻 金

単 勝 � ７，５５０円 複 勝 � １，５５０円 � １６０円 � １８０円 枠 連（３－５） １，３１０円

普通馬連 �� ２２，９９０円 馬 単 �� ６４，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７１０円 �� ４，７６０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ２４，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８０１３３ 的中 � ２９２５（１２番人気）
複勝票数 計 ３６３２７１ 的中 � ４１６３（１２番人気）� ７４５４９（１番人気）� ５９９４８（２番人気）
枠連票数 計 ４０８５１８ 的中 （３－５） ２３１８４（６番人気）
普通馬連票数 計１７５９５５２ 的中 �� ５６５０（５３番人気）
馬単票数 計１３２７２２４ 的中 �� １５２８（１１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６１１３１ 的中 �� １７５３（４７番人気）�� １７３５（４８番人気）�� ２７３５４（１番人気）
３連複票数 計１８３４８３５ 的中 ��� ５５５７（６９番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．８―１１．２―１２．３―１２．２―１３．２―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１７．９―２９．１―４１．４―５３．６―１：０６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マドンナシチー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００４．１．１０ 中山１３着

２００１．４．１７生 牝５黒鹿 母 オンディーヌシチー 母母 メイジバイオレット ９戦２勝 賞金 １５，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 サンライトゼウス号・スーパーサイクロン号・トワイニングイモン号・ノボアメリカン号・ワンモアフリート号
※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。



０３０４５ ２月５日 晴 良 （１８東京１）第４日 第９競走 ��
��１，６００�テ レ ビ 山 梨 杯

発走１４時２５分 （芝・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．１．７以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

テレビ山梨賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

２４ �� ウインディグニティ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一�ウイン 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム B４８０－１４１：３４．２ １０．１�

８１５� セイングレンド 牝５青鹿５５ 田中 勝春吉田 勝己氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ４１：３４．３	 ９．２�
１２ サンキンバスター 牡６鹿 ５７ 松岡 正海河原 純之氏 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 ４９０－ ８１：３４．４クビ ８．６�
５９ �� グレートバルサー 牡５青鹿５７ 北村 宏司大河内一権氏 国枝 栄 静内 小倉 光博 ４７６－ ４１：３４．６１
 ６．６�
３５ � カームブレイカー 牡６栗 ５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５４６－ ２１：３４．７
 ２３．１�
３６ オートゼウス 牡７黒鹿５７ 小林 淳一大戸 時子氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４８０＋１０ 〃 ハナ ８６．９	
５１０� ハセノコンコルド 牡７鹿 ５７ D．バルジュー長谷川�一氏 成宮 明光 門別 佐々木 康治 ５０６－ ６ 〃 クビ ３９．１


（伊）

２３ ウィルビーゼア 牝７鹿 ５５ 村田 一誠前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４－１２１：３４．８	 ５０．２�
７１４ シャドウゲイト 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２± ０ 〃 ハナ ６．２�
１１ � ナスノストローク 牡５栗 ５７ 内田 博幸須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 ５１４± ０ 〃 クビ ３．２�
（大井）

４７ ギミーシェルター 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：３４．９クビ ７．９�
６１２� イ ル デ パ ン 牡６黒鹿５７ 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５１６－ ６１：３５．６４ ９４．９�
６１１ アイアイサクラ 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝齊藤 敬氏 石毛 善彦 静内 増本 良孝 ４９６＋ ２１：３５．８１� ２９．１�
４８ � エイワンタッチ 牡４黒鹿５７ 江田 照男荒木 榮一氏 高市 圭二 門別 藤本 直弘 ５２２－ ２ 〃 ハナ ８７．３�
７１３ エイシンサンバレー 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹平井 豊光氏 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 ４５８－ ２１：３５．９クビ １３５．２�
８１６� スペシャルバッハ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B５２４＋ ６１：３８．１大差 ５９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，９１３，７００円 複勝： ６５，９９４，０００円 枠連： ６６，７９４，０００円

普通馬連： ３２３，５７８，７００円 馬単： １８２，７９５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，０８９，９００円

３連複： ２３８，４５０，１００円 ３連単： ５２０，２６９，１００円 計： １，５００，８８５，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ３２０円 � ３００円 � ２５０円 枠 連（２－８） ３，６８０円

普通馬連 �� ５，０２０円 馬 単 �� １０，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８００円 �� １，３９０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� １２，４８０円 ３ 連 単 ��� ７４，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３９９１３７ 的中 � ３１１７７（７番人気）
複勝票数 計 ６５９９４０ 的中 � ５３１４９（７番人気）� ５７３０２（６番人気）� ７４８７０（３番人気）
枠連票数 計 ６６７９４０ 的中 （２－８） １３４３０（１８番人気）
普通馬連票数 計３２３５７８７ 的中 �� ４７６１３（２３番人気）
馬単票数 計１８２７９５７ 的中 �� １３４４０（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３０８９９ 的中 �� ８５３２（２３番人気）�� １１１６２（１８番人気）�� １４０５４（１４番人気）
３連複票数 計２３８４５０１ 的中 ��� １４１０６（３９番人気）
３連単票数 計５２０２６９１ 的中 ��� ５１８６（２４４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．０―１１．６―１２．１―１１．８―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．２―３４．２―４５．８―５７．９―１：０９．７―１：２１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ウインディグニティ �

�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Secretariat デビュー ２００３．１２．６ 阪神１着

２００１．１．３０生 牡５鹿 母 ビューティフルベーシック 母母 Nervous Pillow ２０戦４勝 賞金 ５０，２８９，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔制裁〕 シャドウゲイト号の騎手柴山雄一は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。
※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 フィレンツェ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０４６ ２月５日 晴 良 （１８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００分 （ダート・左）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下，１７．２．５以降１８．１．２９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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００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

２：０８．０
２：０５．９

良

良

６１２ アルファフォーレス 牡６栗 ５７ 藤田 伸二 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ５１０± ０２：１２．１ １０．８�

４８ シャーベットトーン 牡４鹿 ５４ 菊沢 隆徳 �社台レースホース奥平 真治 白老 白老ファーム ５１６± ０ 〃 アタマ ２８．４�
３５ ラッキーブレイク 牡５鹿 ５６ 武 豊松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４７２± ０２：１２．６３ ３．６�
５９ � スズジャパン 牡６栗 ５５ 後藤 浩輝小紫 芳夫氏 小西 一男 米 Lochness &

Fred Bower ５２８＋ ６２：１２．７� ８６．５�
８１６� カオリノーブル 	７鹿 ５６ 木幡 初広川畑 �司氏 萱野 浩二 青森 大須賀牧場 B５０６＋ ４ 〃 ハナ １１．１�
１２ ウインレガート 牡７鹿 ５５ 田中 勝春	ウイン 宗像 義忠 新冠 早田牧場新

冠支場 ５３４＋ ４２：１２．８� ３２．２

２３ フサイチストラトス 牡８栗 ５５ 小野 次郎関口 房朗氏 古賀 史生 新冠 早田牧場新

冠支場 ５００－ ２２：１３．１２ ２３６．２�
５１０
 ダンシングテン 牡８鹿 ５３ 石橋 脩中野芳太郎氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４７８－ ８２：１３．３１� １４４．８�
７１４ サンデーストリーム 牡５栗 ５７ 内田 博幸小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 ５００－ ４ 〃 アタマ ３．２

（大井）

４７ 
 ワンダーハーブ 牡７黒鹿５５ 松岡 正海山本 信行氏 瀬戸口 勉 浦河 信岡牧場 ５１４＋ ２２：１３．４クビ ７７．６�
６１１
 ウイングロリア 牡７栗 ５４ 福永 祐一	ウイン 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９６± ０ 〃 ハナ ３１．９�
２４ アップドラフト 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 安田 隆行 追分 追分ファーム ４９２＋ ２２：１３．５クビ ６．１�
３６ ホーマンキュート 牝７鹿 ５３ 梶 晃啓久保 久人氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ ７８．７�
１１ � タイキダイナスティ 牡７栗 ５６ 柴田 善臣�大樹ファーム 土田 稔 米 Taiki Farm B５２２＋ ４２：１３．８１� １３．２�
７１３ ケージーダンシング 牡６鹿 ５６ 柴山 雄一川井 五郎氏 鮫島 一歩 新冠 岩見牧場 ５０６－１０２：１３．９� ７４．１�
８１５ タヤスターゲット 牡５栗 ５５ 江田 照男横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４９０± ０２：１４．０クビ １１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，０００，７００円 複勝： ８８，９８２，６００円 枠連： ７９，００２，２００円

普通馬連： ４１３，０９０，４００円 馬単： ２３４，４７７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ７９，２５０，１００円

３連複： ３０２，０１４，８００円 ３連単： ６７２，５６６，０００円 計： １，９２１，３８３，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ２５０円 � ７２０円 � １６０円 枠 連（４－６） ６，１９０円

普通馬連 �� １１，１６０円 馬 単 �� ２１，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１５０円 �� ６９０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� １４，４５０円 ３ 連 単 ��� １２８，１３０円

票 数

単勝票数 計 ５２０００７ 的中 � ３８１５１（４番人気）
複勝票数 計 ８８９８２６ 的中 � ９１３１６（４番人気）� ２４５３２（８番人気）� １９０１７７（１番人気）
枠連票数 計 ７９００２２ 的中 （４－６） ９４２８（２０番人気）
普通馬連票数 計４１３０９０４ 的中 �� ２７３２３（３２番人気）
馬単票数 計２３４４７７０ 的中 �� ７９６５（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７９２５０１ 的中 �� ５９６０（３４番人気）�� ２９７３６（５番人気）�� １２５５６（１７番人気）
３連複票数 計３０２０１４８ 的中 ��� １５４３２（４６番人気）
３連単票数 計６７２５６６０ 的中 ��� ３８７４（３６９番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．３―１２．６―１２．５―１２．８―１２．９―１３．０―１２．４―１２．０―１２．４―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．０―１８．３―３０．９―４３．４―５６．２―１：０９．１―１：２２．１―１：３４．５―１：４６．５―１：５８．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルファフォーレス �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Propicio デビュー ２００３．２．２ 京都１着

２０００．５．１９生 牡６栗 母 ディフェレンテ 母母 Derepente １９戦６勝 賞金 １０３，６０１，０００円
［他本会外：５戦０勝］

※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 スーパーチャンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０４７ ２月５日 晴 良 （１８東京１）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第４０回共 同 通 信 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５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，馬齢重量，収得賞金２，０００万円以上
の馬１�増

共同通信社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４２，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，３００，０００円 ４，２００，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

１１  アドマイヤムーン 牡３鹿 ５７ 武 豊近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：４８．４ ２．８�

６６ � フサイチリシャール 牡３芦 ５７ 福永 祐一関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９２＋１２１：４８．５� ２．０�
３３ マッチレスバロー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４９２± ０１：４８．６	 ９．５�
２２ 
 ショウナンタキオン 牡３栗 ５７ 田中 勝春国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 鎌田 正嗣 ４７０± ０１：４８．７� ４．３�
７９ � ブラックバースピン 牡３青 ５６ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Arthur I.

Appleton ４６８－ ４１：４９．０１	 ７９．１�
７８ アンバージャック 牡３栗 ５６ 小野 次郎�日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ５０６－ ４１：４９．２１� ３３７．４�
８１０ マルタカアーサー 牡３鹿 ５６ D．バルジュー高橋 義和氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４４４－ ４ 〃 クビ ５４．３	
（伊）

４４ 
 ヤマタケゴールデン 牡３栗 ５６ 池田 鉄平山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４９４＋ ４１：４９．３クビ ２３９．９

５５ � マイネルグロリアス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柄崎 孝 三石 田中 春美 ５０８± ０ 〃 クビ １１２．２�
８１１
� マ シ ー ン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 門別 柏台牧場 ４６２－ ８１：４９．９３� １９１．５
６７ 
 モエロタケショウ ３黒鹿５６ 北村 宏司�ナイト商事 坂本 勝美 浦河 木村牧場 ４８０－ ８１：５１．０７ ３８６．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８７，２７３，８００円 複勝： １２８，３４５，１００円 枠連： １４５，３４５，２００円

普通馬連： ８０１，９４５，７００円 馬単： ８１８，６９８，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６９，５３６，９００円

３連複： ５５４，５６８，３００円 ３連単： ２，３０３，８４５，１００円 計： ５，１０９，５５８，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（１－６） ２３０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ２６０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ４５０円 ３ 連 単 ��� １，８８０円

票 数

単勝票数 計１８７２７３８ 的中 � ５４５４５７（２番人気）
複勝票数 計１２８３４５１ 的中 � ３６６７９３（２番人気）� ４０２４８１（１番人気）� １４９４３９（４番人気）
枠連票数 計１４５３４５２ 的中 （１－６） ４８６１０５（１番人気）
普通馬連票数 計８０１９４５７ 的中 �� ２６２２６５８（１番人気）
馬単票数 計８１８６９８５ 的中 �� １１３６９２０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６９５３６９ 的中 �� ４４６３１４（１番人気）�� １３６００１（４番人気）�� １２８０２９（５番人気）
３連複票数 計５５４５６８３ 的中 ��� ９１３３９４（２番人気）
３連単票数 計２３０３８４５１ 的中 ��� ９０５３５７（７番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１１．５―１２．２―１２．８―１２．６―１１．７―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３６．０―４８．２―１：０１．０―１：１３．６―１：２５．３―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．８

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

勝馬の
紹 介

 アドマイヤムーン �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．７．１０ 函館１着

２００３．２．２３生 牡３鹿 母 マイケイティーズ 母母 ケイティーズファースト ５戦４勝 賞金 １１１，２３２，０００円
〔発走状況〕 ショウナンタキオン号は，枠入り不良。
※モエロタケショウ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



０３０４８ ２月５日 晴 良 （１８東京１）第４日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１５分 （芝・左）

４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１８．１．７以降４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は
１�増，特別競走の１着馬は２�増
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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

３３ � カ ノ ン 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ５０６± ０１：４８．０ ５．０�

１１ プリモスター 牝５鹿 ５５ 武 豊�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８０± ０１：４８．６３� １１．２�
３４ セイコーアカデミー 牡７黒鹿５７ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４６８＋１８ 〃 クビ ２８．７�
８１３ ピサノパテック 牡４栗 ５６ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５０２＋２２１：４９．０２� ５．６�
７１２� マイネルジェム 牡７栗 ５７

５６ ☆松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 コスモビューファーム ４８４± ０ 〃 クビ ４６．８�

６９ � ヒ カ ル ベ ガ 牡４鹿 ５６ 内田 博幸高橋 光氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５４４＋ ６ 〃 アタマ ２．７	
（大井）

５７ アチーブフィート 牡７鹿 ５７
５４ ▲吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 境 征勝 静内 服部 和則 ４９６＋ ６１：４９．１クビ ２４２．７

８１４ ヒカルドウキセイ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春�橋 京子氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ４１：４９．２� １８．８�
６１０� メジロベネット 牝７鹿 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 ４５０＋ ４ 〃 クビ ２１．０�
４５ �� ロールタイド �７鹿 ５７ 小林 淳一 �サンデーレーシング 後藤 由之 三石 片山 修 ４９２－ ４１：４９．３クビ ８．９
７１１	 フレンチムード 牝４鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥原 
子氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８０－ ２１：４９．５１� ７４．８�
５８ シルクチャンピオン 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 早田牧場新

冠支場 B４９６－ ６１：４９．７１� ２６．１�
２２ バンブーライカルト 牡４栗 ５６ D．バルジュー�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４６６－ ２１：４９．９１� １２．１�

（伊）

４６ � トウカイエデン 牝７鹿 ５５ 藤田 伸二内村 正則氏 成島 英春 門別 碧雲牧場 B４３８－ ２１：５０．４３ １０５．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５４，６６４，５００円 複勝： ６６，３６６，０００円 枠連： ８３，３５７，１００円

普通馬連： ３７２，６１０，７００円 馬単： ２３８，１０３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，９１４，４００円

３連複： ２７４，４１２，４００円 ３連単： ６５５，４４２，６００円 計： １，８１９，８７１，２００円

払 戻 金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２２０円 � ３３０円 � ６４０円 枠 連（１－３） ２，１３０円

普通馬連 �� ２，５４０円 馬 単 �� ４，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� １，６６０円 �� ２，９００円

３ 連 複 ��� １３，３５０円 ３ 連 単 ��� ６９，８４０円

票 数

単勝票数 計 ５４６６４５ 的中 � ８６２５８（２番人気）
複勝票数 計 ６６３６６０ 的中 � ９３６５５（２番人気）� ５２４５７（５番人気）� ２３５４０（１０番人気）
枠連票数 計 ８３３５７１ 的中 （１－３） ２８９７６（１１番人気）
普通馬連票数 計３７２６１０７ 的中 �� １０８４７１（１１番人気）
馬単票数 計２３８１０３５ 的中 �� ３６６４３（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４９１４４ 的中 �� ２０７７２（９番人気）�� １１０９４（２２番人気）�� ６１９１（３７番人気）
３連複票数 計２７４４１２４ 的中 ��� １５１７０（５０番人気）
３連単票数 計６５５４４２６ 的中 ��� ６９２７（２２９番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．１―１２．１―１２．０―１１．７―１１．６―１１．２―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．４―３７．５―４９．５―１：０１．２―１：１２．８―１：２４．０―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３５．２

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

勝馬の
紹 介

�カ ノ ン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００２．１１．９ 中山４着

２０００．５．８生 牡６鹿 母 ツキノメガミ 母母 ダイナアルテミス １７戦５勝 賞金 ７０，９７８，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（１８東京１）第４日 ２月５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １６９頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２６２，４００，０００円
２０，４６０，０００円
２，４５０，０００円
６６０，０００円
１，７２０，０００円
２７，２００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，８９０，５００円
５，２５５，８００円
１，７０６，９００円

勝馬投票券売得金
５０９，５２５，６００円
５４３，３９２，１００円
６００，０１１，７００円
２，７７３，０６８，３００円
２，３２５，７４４，９００円
５９２，１８９，０００円
２，３７３，８５４，６００円
４，１５２，１２２，８００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
計 １３，８６９，９０９，０００円

総入場人員 ４５，２５０名 （有料入場人員 ４４，０７８名）




