
０３０７３ ２月１８日 晴 良 （１８東京１）第７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）

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

１１ � ステラディクオーレ 牡３青鹿５６ 内田 博幸諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４２６－ ２１：２７．３ ２．２�
（大井）

６１０ シュウザンジャンプ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎平 正幸氏 保田 一隆 門別 沖田牧場 ４７２－ ２１：２８．２５ ２９．０�
５８ シルクスターシップ 牡３芦 ５６

５３ ▲水出 大介有限会社シルク尾形 充弘 静内 千代田牧場 ４９２± ０１：２８．５２ ６．６�
４６ �� スマートビジョン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一大川 徹氏 畠山 吉宏 静内 高橋 誠次 ４６０－ ４１：２９．４５ ２４．７�
５９ � ギャラクシーキッド 牡３芦 ５６ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４５４＋１０ 〃 クビ ３０９．２�
６１１ カヤドーノアール 牡３栗 ５６ 田中 勝春黒澤 尚氏 根本 康広 えりも 上島牧場 ４９４＋ ４１：２９．５� ４．４�
４７ � ナムラロイヤル 牡３栗 ５６

５３ ▲南田 雅昭奈村 信重氏 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 ４５４－１０１：３０．１３� ８３．３	
８１４ レ オ ヤ マ ト 牡３鹿 ５６

５４ △津村 明秀
レオ 小島 茂之 浦河 江谷 重雄 ４２８－１０１：３０．２クビ ２６９．４�
２２ �� コスモメテオ 牡３栃栗

５６
５５ ☆松岡 正海岡田美佐子氏 相沢 郁 門別 高藤 茂 ４７８± ０ 〃 クビ ５．７�

７１３�� コスモフィリオ 牡３鹿
５６
５４ △丹内 祐次岡田美佐子氏 田 研二 門別 船越牧場 ４５２± ０１：３１．０５ ４５３．３�

３４ �� ビービーリワード 牝３鹿
５４
５１ ▲塚田 祥雄�坂東牧場 清水 美波 登別 登別上水牧場 ４１０± ０ 〃 アタマ ４８６．４�

７１２ ヒカルファンタジー 牝３鹿 ５４ 田面木博公��昭牧場 蛯名 信広 浦河 高昭牧場 ４６０－１２１：３１．１� １６８．８�
２３ オートハンター 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二大戸 時子氏 土田 稔 新冠 八木農場 ５１０－ ４１：３１．５２� １０．５�
３５ クリノハッピーデイ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 日向牧場 ４５０± ０１：３１．６クビ ２０．０�
８１５ トップロード 牡３鹿 ５６

５３ ▲大野 拓弥�コオロ 吉永 正人 静内 平井牧場 ４９４＋ ６ 〃 クビ ５２８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，７７４，５００円 複勝： ２２，７５４，０００円 枠連： ２４，８９２，１００円

普通馬連： ８５，３５５，５００円 馬単： ８２，５５７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４１０，４００円

３連複： １０８，６５５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３６５，３９９，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ３９０円 � ２３０円 枠 連（１－６） ４００円

普通馬連 �� ２，７５０円 馬 単 �� ３，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ４００円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ６，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７７７４５ 的中 � ６４００９（１番人気）
複勝票数 計 ２２７５４０ 的中 � ６６６１４（１番人気）� １１３４８（７番人気）� ２２７３０（４番人気）
枠連票数 計 ２４８９２１ 的中 （１－６） ４６７６９（１番人気）
普通馬連票数 計 ８５３５５５ 的中 �� ２２９５４（１２番人気）
馬単票数 計 ８２５５７３ 的中 �� １５７１４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４１０４ 的中 �� ６６２８（１１番人気）�� １５８０９（４番人気）�� ３３１３（２１番人気）
３連複票数 計１０８６５５６ 的中 ��� １３０４５（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３６．１―４８．７―１：０１．５―１：１４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ステラディクオーレ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１２．４ 中山４着

２００３．４．２４生 牡３青鹿 母 ブリリアントカット 母母 ジエヌインダイアモンド ４戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ビービーリワード号・トップロード号は，平成１８年３月１８日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 キッズアルタイル号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。



０３０７４ ２月１８日 晴 良 （１８東京１）第７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）

若手騎手，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 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± ０１：２２．０ １．８�

３５ � アゴヒゲイッポン 牡３栗 ５６
５３ ▲大野 拓弥小池 宗人氏 杉浦 宏昭 静内 出羽牧場 ４９６－ ４１：２２．２１� ２１．６�

７１３� ヤクモキャット 牡３青鹿 ５６
５４ △津村 明秀�山崎牧場 加賀 武見 八雲 山崎牧場 ４５０＋１０１：２２．６２� ３．９�

５９ � ペンデュラー 牡３鹿 ５６
５４ △丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 新冠 競優牧場 ４８８＋ ５１：２２．７� ８．８�
６１１ サザンウインド 牡３鹿 ５６

５３ ▲吉田 隼人中村 昭博氏 堀井 雅広 静内 飛野牧場 ４９２－ ４１：２３．２３ ３８．３�
２３ � トーアサザンクロス 牡３鹿 ５６

５３ ▲水出 大介東亜駿馬� 中野 栄治 豊浦トーア牧場 ４３４－ ８ 〃 アタマ ５１．８	
２４ パドレビエント 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行�木村牧場 岩戸 孝樹 門別 木村牧場 ４９０± ０１：２３．３� ７．３

３６ キタサンキャラバン 牡３鹿 ５６ 五十嵐雄祐�大野商事 中野渡清一 門別 有限会社グッド

ラック・ファーム ４６４－ ６１：２３．５１� ３５．７�
１１ ア ー チ ャ ン 牝３栗 ５４

５１ ▲加藤士津八牧畠 清久氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４４０＋ ６１：２３．６� ５２．６�
５１０� ブラックテンエイ 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥熊坂 俊一氏 嶋田 潤 福島 �橋 勝二 ４６０＋３８１：２３．９１� ３５５．６
６１２ ミツバシーケンス 牡３鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也尾野 敬次氏 根本 康広 平取 池田牧場 ４８０＋ ２１：２４．０クビ ３９．３�
１２ � セイントクリスタル 牝３黒鹿５４ 蓑島 靖典内海 正章氏 星野 忍 浦河 高昭牧場 B４５２－ ６１：２４．７４ １８２．７�
７１４ オリオンガーネット 牝３栗 ５４

５１ ▲南田 雅昭日浦 桂子氏 谷原 義明 新冠 川上牧場 ４２８± ０１：２４．８� ３６８．４�
４８ オンワードヨシノ 牝３黒鹿５４ 梶 晃啓樫山 ハル氏 内藤 一雄 浦河 オンワード牧場 ４０８－ ４１：２５．１２ ４１３．０�
８１６ ユーワクロノス 牡３芦 ５６ 鈴来 直人�ユーワ 堀井 雅広 浦河 平成ファーム ４３０－ ２１：２６．４８ ３０６．０�

（１５頭）
４７ セイリングシップ 牝３栗 ５４

５１ ▲小島 太一 �キャロットファーム 小島 太 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，４９３，０００円 複勝： ２４，３１８，９００円 枠連： ２５，３８５，２００円

普通馬連： ８０，４２４，１００円 馬単： ７８，８９８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１６３，７００円

３連複： １０３，１６７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３５４，８５１，５００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � １４０円 枠 連（３－８） ９１０円

普通馬連 �� １，５１０円 馬 単 �� ２，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ２００円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９４９３０ 的中 � ８８８８６（１番人気）
複勝票数 計 ２４３１８９ 的中 � ８９７３９（１番人気）� １１３１５（５番人気）� ４６６９５（２番人気）
枠連票数 計 ２５３８５２ 的中 （３－８） ２０７６９（４番人気）
普通馬連票数 計 ８０４２４１ 的中 �� ３９４４６（５番人気）
馬単票数 計 ７８８９８８ 的中 �� ２８１５４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１６３７ 的中 �� ９０５９（５番人気）�� ３７６８３（１番人気）�� ４６４１（１２番人気）
３連複票数 計１０３１６７８ 的中 ��� ４０８６７（５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．６―３０．９―４４．１―５７．０―１：０９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３７．９
３ ９，５，６（１，８）（３，４）（２，１１）（１２，１６）１５（１０，１３）－１４ ４ ９，５（１，６）（２，３，４）８（１２，１５，１１，１６）（１０，１３）１４

勝馬の
紹 介

ロックリヴァー �
�
父 クリプティックラスカル �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００５．１１．１３ 東京８着

２００３．２．２８生 牡３鹿 母 ジャスミンブリーズ 母母 ハートコンシャス ６戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔出走取消〕 セイリングシップ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユーワクロノス号は，平成１８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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ナフプリオン号・パノラマシチー号
（非抽選馬） ３頭 アルファジュリア号・セイカホルン号・ゼネラルビスティー号



０３０７５ ２月１８日 晴 良 （１８東京１）第７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

８１６ サムタイムレーター 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳小林 祥晃氏 手塚 貴久 静内 片岡 博 ４０２ ―１：４１．７ ５．５�
（コパノホリデー）

５１０ グラッドテンエイ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二熊坂 俊一氏 中島 敏文 新冠 泉渕瀬牧場 ４６４ ― 〃 クビ ２．９�
３５ � ディレットーレ 牡３青鹿５６ 福永 祐一柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７８ ―１：４１．９１� ３．４�
６１１ プレティライオネス 牝３栗 ５４

５３ ☆松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 新冠 村上 雅規 ４４０ ―１：４３．７大差 ２８．５�
４８ � タケショウボス 牡３鹿 ５６

５４ △丹内 祐次�ナイト商事 矢野 照正 様似 本巣 攻 ４４４ ―１：４４．５５ ８．９�
８１５� バイタルサイン 牝３栗 ５４

５２ △津村 明秀石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 小泉 学 ４６２ ―１：４４．７１ ２０７．８�
４７ ゲイルローザ 牝３鹿 ５４ D．バルジュー	RRA 勢司 和浩 浦河 地興牧場 ４１６ ―１：４４．８	 １５．９


（伊）

３６ � ヤクモボーイ 牡３栗 ５６ 郷原 洋司�山崎牧場 郷原 洋行 八雲 山崎牧場 B４９２ ―１：４５．１１	 ２３６．７�
１１ カミノコンコルド 牡３芦 ５６ 小野 次郎山川雅貴子氏 沢 峰次 青森 長谷地 義正 ４４６ ― 〃 アタマ ８．３�
１２ ロリーポッパー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩畑 清介氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４７０ ―１：４５．５２
 ５６．９
７１３� ホクセイダリア 牝３黒鹿５４ 中舘 英二宮川 純造氏 中島 敏文 静内 カタオカフアーム ４３６ ―１：４５．７１� ６１．４�
２４ ローランフェルド 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹斉藤 敏博氏 中野渡清一 浦河 尾野 一義 ４９８ ―１：４５．８	 ９６．２�
７１４� クリノサクラコ 牝３栗 ５４ 四位 洋文栗本 博晴氏 高橋 義博 静内 出羽牧場 ４１４ ―１：４６．０１� ３６．８�
５９ � コスモアウトバーン 牡３芦 ５６

５３ ▲吉田 隼人岡田美佐子氏 谷原 義明 静内 久保 秀雄 ５２２ ―１：４６．２	 １２４．３�
６１２ ハッピーステージ 牝３黒鹿５４ 坂井 英光山口 博司氏 小桧山 悟 浦河 ミルファーム ４２２ ―１：４６．８３
 ２９９．２�

（大井）

２３ � ジェネスヤマト 牝３栗 ５４ 上村 洋行山口 真吾氏 勢司 和浩 ア Darley ４２８ ―１：４７．２２
 １２３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，９５７，６００円 複勝： １９，２７１，１００円 枠連： ２９，８３８，３００円

普通馬連： ８３，５３３，０００円 馬単： ８２，５５１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，００２，２００円

３連複： ９９，９７９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３５４，１３３，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（５－８） ８５０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ５７０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７９５７６ 的中 � ２５８４５（３番人気）
複勝票数 計 １９２７１１ 的中 � ２７４０８（３番人気）� ５５９３２（１番人気）� ３３４３２（２番人気）
枠連票数 計 ２９８３８３ 的中 （５－８） ２５９９５（４番人気）
普通馬連票数 計 ８３５３３０ 的中 �� ７４２１２（２番人気）
馬単票数 計 ８２５５１６ 的中 �� ３１５７６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１００２２ 的中 �� １６０３６（２番人気）�� ８１７０（６番人気）�� ２３７８９（１番人気）
３連複票数 計 ９９９７９８ 的中 ��� ６０３２３（２番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．１―１２．７―１３．１―１２．９―１２．６―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２５．１―３７．８―５０．９―１：０３．８―１：１６．４―１：２８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サムタイムレーター �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 マルゼンスキー 初出走

２００３．４．１１生 牝３鹿 母 アイントホター 母母 プレテエーママ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 クリノサクラコ号は，発進不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 アトマイザー号・アドミラルペリー号・アモローソ号・エスエスウィナー号・カーティスレイク号・

スタンディングベア号・トーセンブレイク号・パシフィスト号・ハルフジオー号・フジマサフラワー号・
ロードヴィサージ号・ワールドレコード号

※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。



０３０７６ ２月１８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１８東京１）第７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

２２ チアズボニート 牡６鹿 ６０ 横山 義行北村キヨ子氏 鈴木 勝美 門別 長田ファーム ４４８＋ ２３：２３．９ １．９�

３３ �� コスモベルモット 牡６鹿 ６０ 山本 康志岡田美佐子氏 高橋 裕 静内 友田牧場 ４９２± ０３：２４．３２� １２．６�
３４ � クルワザード 牡４栗 ５９ 出津 孝一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 ４５０－ ８３：２５．０４ １５．７�
５８ トウキュウリンド 牡４鹿 ５９ 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 三石 加野牧場 ４７４± ０３：２５．２１	 ６．６�
７１２�� アツスパーコ 
８栗 ６０ 宗像 徹内藤 好江氏 中島 敏文 伊達 メジロ牧場 ４６８－ ２３：２５．５１� ２３．２�
５７ � エイシンタイアン 牡５鹿 ６０ 金子 光希平井 豊光氏 森 秀行 米 Phillips Racing

Partnership ４５６－ ８３：２５．９２� ４．２�
４５ トウジンポインター 牡９栗 ６０ 菊池 憲太藤立 康子氏 加賀 武見 門別 白井牧場 ５１２－ ２３：２６．５３� ２７６．１	
１１ ミヤコザムライ 牡４鹿 ５９ 柴田 大知吉田喜代司氏 成宮 明光 青森 明成牧場 ４８６－１０ 〃 ハナ ７７．４

６９ � ハウルサンダー 牡６鹿 ６０ 沢 昭典�大北牧場 松永 勇 浦河 大北牧場 ４６０－ ２３：２６．６� １０１．８�
７１１�� ア ド メ ニ カ 牝５芦 ５８

５７ ▲水出 大介 �グリーンファーム 武藤 善則 平取 清水牧場 ４４８± ０ 〃 クビ １１．９
８１４� ユウターアクティブ 
４鹿 ５９ 矢原 洋一上山 利広氏 南田美知雄 浦河 江島牧場 ４６４± ０３：２７．３４ ２８８．４�
８１３ ジャンドメール 牡４鹿 ５９ 平沢 健治吉田 照哉氏 �田 研二 千歳 社台ファーム ４８４± ０３：２８．３６ ２８５．４�
４６ � アイライズグラード 牡４鹿 ５９ 蓑島 靖典田中 昇氏 武藤 善則 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８２＋１６３：３５．７大差 ２６５．３�
６１０� コウセイバクシン 牡５鹿 ６０

５７ ▲鈴木 慶太杉安浩一郎氏 吉永 正人 浦河 鈴木 武蔵 ５１４－ ６ （競走中止） ７６．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，２０１，１００円 複勝： １６，７５５，９００円 枠連： ３２，２４３，３００円

普通馬連： ７１，２８５，３００円 馬単： ８２，００６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８０５，８００円

３連複： １０４，４４４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３４２，７４２，７００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ３４０円 枠 連（２－３） ６００円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ６３０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� ３，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７２０１１ 的中 � ７５１４３（１番人気）
複勝票数 計 １６７５５９ 的中 � ６５６９３（１番人気）� １４９２７（４番人気）� ８４９１（６番人気）
枠連票数 計 ３２２４３３ 的中 （２－３） ４０１６６（２番人気）
普通馬連票数 計 ７１２８５３ 的中 �� ５８５１０（３番人気）
馬単票数 計 ８２００６５ 的中 �� ４９４３７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８０５８ 的中 �� １４２７９（３番人気）�� ７３２７（７番人気）�� ２６９１（２１番人気）
３連複票数 計１０４４４４８ 的中 ��� ２５４５１（１１番人気）

上り １マイル １：４７．３ ４F ５１．５－３F ３８．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チアズボニート �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ノ ー ザ リ ー デビュー ２００２．９．１４ 札幌６着

２０００．４．２３生 牡６鹿 母 グリーンスミレ 母母 エリモスミレ 障害：６戦１勝 賞金 １８，７００，０００円
〔競走中止〕 コウセイバクシン号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アルバエース号・エイユーキャサリン号・グラヴィス号・ゲイリーアイトーン号・セリーンスカイ号・

バトルウインロード号・パントレスズカ号・プリンセステキエロ号・マイネルホライズン号・レオスターライト号・
レオルーセント号



０３０７７ ２月１８日 晴 良 （１８東京１）第７日 第５競走 ��１，８００�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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

１２ フェラーリファイブ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７４－ ４１：４９．９ ２．５�

４７ � ヤマニンイグナイト 牡３栗 ５６ 藤田 伸二土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４３２－ ４１：５０．２１� ６．５�
７１３�� マイネルスバル 牡３鹿 ５６ D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 斎藤 宏 静内 高橋 修 ４４６± ０１：５０．３� １０．２�

（伊）

６１１ ダイワストーミー �３鹿 ５６ 四位 洋文大城 敬三氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：５０．４クビ ２５．１�
８１５ タ ー キ ー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸青山 洋一氏 田村 康仁 門別 下河辺牧場 ４０８－ ６ 〃 クビ １４．９�

（大井）

２４ マーカッシン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一荒井 壽明氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン
牧場 ４４０－ ８１：５０．５� ３１．７�

３６ エメラルドシティ 牝３青 ５４ 田中 勝春 	サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ６１：５０．６� ２．８

４８ � マイスターシャーレ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４７２－ ４１：５１．０２� １６５．０�
２３ トーセンバサラ 牡３鹿 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 中島 敏文 静内 岡田スタツド ４６０－ ４ 〃 クビ ２１８．７
６１２�� ガ ブ �３鹿 ５６ 大庭 和弥海谷 幸司氏 高橋 義博 静内 石川 栄一 ４５８－ ４ 〃 アタマ １７９．９�
７１４ ミヤコノアドミラル 牡３鹿 ５６ 木幡 初広吉田喜代司氏 成宮 明光 青森 明成牧場 ４９４－ ６１：５１．２１	 １８．４�
５１０ チャンピオンリング 牡３鹿 ５６

５５ ☆松岡 正海吉田 照哉氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：５１．６２� １４２．３�
５９ �� スガノスペシャル 牝３鹿 ５４ 石橋 脩菅原光太郎氏 大和田 稔 三石 沖田 哲夫 ４４０－ ４１：５１．８� ２７０．８�
１１ � ダークサイレンス 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 	丸幸小林牧場 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 B４９４± ０１：５２．２２� ２５１．７�
８１６� ストロングレパード 牡３栗 ５６

５３ ▲吉田 隼人村木 篤氏 増沢 末夫 静内 フジワラフアーム ４５２－ ６１：５３．９大差 ４１．２�
３５ � グランドプレジール 牡３黒鹿 ５６

５４ △津村 明秀	グランド牧場 �田 研二 静内 グランド牧場 ４５０＋ ４１：５４．５３� ４６３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，０７５，６００円 複勝： ３１，６８７，０００円 枠連： ３４，８３１，４００円

普通馬連： １１９，８７８，８００円 馬単： １０９，８３８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，０４９，６００円

３連複： １４２，８６６，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４９７，２２７，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � ２１０円 枠 連（１－４） ７４０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ４４０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８０７５６ 的中 � ８８９７０（１番人気）
複勝票数 計 ３１６８７０ 的中 � ８６２９３（１番人気）� ３７５８０（３番人気）� ３３６８１（４番人気）
枠連票数 計 ３４８３１４ 的中 （１－４） ３４９２１（３番人気）
普通馬連票数 計１１９８７８８ 的中 �� １１８１６３（２番人気）
馬単票数 計１０９８３８１ 的中 �� ７９３６９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３００４９６ 的中 �� ２２４３３（２番人気）�� １７１１４（４番人気）�� ８４９６（１０番人気）
３連複票数 計１４２８６６６ 的中 ��� ４２４０９（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．８―３６．９―４９．１―１：０１．７―１：１４．２―１：２６．４―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．７

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

勝馬の
紹 介

フェラーリファイブ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１２．２５ 中山２着

２００３．５．５生 牡３黒鹿 母 シャイニンレーサー 母母 ミルレーサー ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔発走状況・騎手変更〕 チャンピオンリング号の騎手吉田豊は，馬場入場後の落馬負傷のため松岡正海に変更。検量及び装鞍

のやり直しのため発走時刻４分遅延。
〔制裁〕 マイネルスバル号の騎手D．バルジューは，向正面で外側に斜行したことについて戒告。

エメラルドシティ号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランドプレジール号は，平成１８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 グラスエルフ号
（非抽選馬） ３頭 ジュエルアワード号・タケノフェロー号・フェラーリワン号
※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。



０３０７８ ２月１８日 晴 良 （１８東京１）第７日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

５１０� 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 ４９２－ ２１：２６．７ １６．９�

１１ � コスモバーン 牡３鹿 ５６
５５ ☆松岡 正海岡田美佐子氏 小西 一男 新冠 松本 信行 ４８６－ ２１：２７．１２� ５．２�

８１５�� アルジェナー 牝３鹿 ５４ C．ルメール 加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 山勝牧場 ４５２± ０１：２７．２クビ ８．６�
（仏）

８１６� モエレフィールド 牡３鹿 ５６ 江田 照男齋藤 實氏 中野 栄治 三石 中村 和夫 ５１０－ ２ 〃 ハナ ６５．８�
３６ ジャッキーライオン 牡３芦 ５６ 田中 勝春藤田与志男氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ４７６－ ２ 〃 アタマ ４．４�
２４ � サチノスイーティー 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人佐藤 幸彦氏 平井 雄二 門別 信育成牧場 ４４２＋１０１：２７．４１� ３８．２�
５９ リファインドボディ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎井上 修一氏 根本 康広 門別 只野牧場 ５０６－ ４１：２７．９３ ６．６�
４７ � ビ ー ボ ー ン 牝３鹿 ５４ 田中 剛伊達 秀和氏 加藤 修甫 門別 サンシャイン

牧場 ４６２－ ４１：２８．１１� ５６．７	
３５ � マイネルスカット 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一 
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± ０１：２８．８４ １５．６�
４８ �	 ミリオンタッチ 牡３鹿 ５６ 坂井 英光村山 義男氏 月岡 健二 早来 吉田牧場 ４９８± ０ 〃 クビ ５１．５�

（大井） （大井）

６１１�� オリオンザブレイブ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩日浦 桂子氏 斎藤 宏 静内 荒木 克己 ４７４＋ ４ 〃 ハナ ２２７．８
２３ �� アドマイヤダッシュ 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳近藤 利一氏 河野 通文 早来 ノーザンファーム ４９４－ ４１：２９．２２� ２１．１�
１２ � ビューティーパール 牝３黒鹿５４ 北村 宏司水上 行雄氏 増沢 末夫 浦河 笠松牧場 ４５６＋ ６１：２９．３クビ ４６．３�
７１４� スーパーキャノン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠星野 壽市氏 高松 邦男 様似 瀬口 信正 ４６２± ０１：２９．５１� ２２２．２�
７１３�	 ヤアヤアヤア 牡３栗 ５６ 内田 博幸吉井 稔氏 内野 健二 様似 上田 一 ４７６－ ４１：３０．２４ ２２２．７�

（浦和） （大井）

６１２� スマートフレンズ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二大川 徹氏 田村 康仁 門別 野島牧場 ４３６＋ ６１：３０．３� ３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，０７３，９００円 複勝： ３２，６０５，１００円 枠連： ３４，２８４，１００円

普通馬連： １２０，８８７，０００円 馬単： ９５，４４３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，８６５，８００円

３連複： １３５，６２５，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４７３，７８４，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ５３０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（１－５） ８６０円

普通馬連 �� ４，２９０円 馬 単 �� １１，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２４０円 �� ２，６９０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １２，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４０７３９ 的中 � １１２７１（７番人気）
複勝票数 計 ３２６０５１ 的中 � １３６８０（８番人気）� ５３１９２（２番人気）� ２９９９３（５番人気）
枠連票数 計 ３４２８４１ 的中 （１－５） ２９４３２（３番人気）
普通馬連票数 計１２０８８７０ 的中 �� ２０８０３（１９番人気）
馬単票数 計 ９５４４３０ 的中 �� ６３３６（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０８６５８ 的中 �� ６０８９（１４番人気）�� ２７１４（３４番人気）�� １１６５６（８番人気）
３連複票数 計１３５６２５５ 的中 ��� ８１８３（４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．９―４８．７―１：０１．３―１：１３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３８．０
３ ・（３，１６）（８，９，１２）（１，１５）（４，７）（６，１０）（２，１３）１１－５，１４ ４ ・（３，１６）（８，９，１２）（１，１５）７（４，１０）６（２，１３）１１－５－１４

勝馬の
紹 介

�ヤマタケゴールデン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Miswaki デビュー ２００５．８．１４ 新潟１着

２００３．５．１５生 牡３栗 母 シゲノマインド 母母 プロパーエヴィデンス ５戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔発走状況〕 ヤアヤアヤア号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。

コスモバーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ヤアヤアヤア号・コスモバーン号は，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１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 アサクサブラボー号・アリマエクセレント号・オリオンシリウス号・カンザクラ号・キョクイチベガ号・

シンボリカッシーニ号・スパイシー号・スプレッドアゲン号・ゼットコマンダー号・タマモニューリズム号・
テンジンテンリュウ号・ブルーパピヨン号・マイネルパイレット号・レディデピュティ号

※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。



０３０７９ ２月１８日 晴 良 （１８東京１）第７日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・左）

牝，４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．１．２１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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

３５ スペースウーマン 牝６鹿 ５５ 池添 謙一�グランド牧場 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ５４６＋ ４１：４０．１ ７．７�

６１１ ニューグランジ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４ 〃 クビ ２．４�
８１５� コスモキャンディス 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二岡田美佐子氏 根本 康広 新冠 石田牧場 ４５２－ ４１：４０．３１� ３．０�
１１ � ア ン ズ 牝４鹿 ５５

５２ ▲南田 雅昭 �賀張中川牧場 佐々木亜良 門別 賀張中川牧場 ４４４± ０１：４１．０４ ３９．３�
２２ � コ ク ハ ク 牝４鹿 ５５

５３ △津村 明秀�グランド牧場 �田 研二 静内 グランド牧場 ４８０± ０１：４１．３１� ５０．１�
４６ 	� ツルマイクィーン 牝５栗 ５５ 内田 博幸平岩 健一氏 菊川 正達 三石 平岩牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ ９．６	

（大井）

５８ ホッカイラブリー 牝４栗 ５５ 坂井 英光高木 繁光氏 石栗 龍彦 穂別 大頭 忠典 ４６４－ ８１：４１．４� ３６６．１

（大井）

５９ ウインゼフィール 牝５鹿 ５５ 北村 宏司�ウイン 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４８８＋１８１：４１．５� ７．７�
２３ 	 アネモスダダ 牝４栗 ５５ 柴山 雄一�木村牧場 中野渡清一 門別 木村牧場 ４４２－ ８ 〃 アタマ ２４．０
７１２ ガレリアトウショウ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩トウショウ産業� 柴田 政人 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８４－ ８１：４１．６クビ ８３．１�
６１０� ティプシーラス 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆松岡 正海 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 川島牧場 ４５４－１３１：４１．７
 １５４．８�
８１４ シャークブロード 牝４黒鹿５５ 吉田 豊鮫川清太郎氏 加賀 武見 浦河 鮫川牧場 ４５８＋ ６１：４２．０１� ２１４．４�
４７ エ リ ダ ヌ ス 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 高橋 裕 浦河 上山牧場 B４７６± ０１：４３．１７ １２９．８�
７１３	 アポロヘルム 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 静内 石川 昌義 ４４２＋１８１：４３．４１� ７８．４�
３４ � スズシスターズ 牝４芦 ５５ 木幡 初広小紫 芳夫氏 高橋 裕 三石 小河 豊水 B４５０＋１０１：４３．８２
 ６８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，３３７，４００円 複勝： ２９，４３７，３００円 枠連： ３１，７０４，８００円

普通馬連： １２６，７８４，３００円 馬単： １１６，９１２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，８２１，０００円

３連複： １４３，６７５，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５０５，６７３，２００円

払 戻 金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（３－６） ７７０円

普通馬連 �� ８７０円 馬 単 �� ２，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ４９０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６３３７４ 的中 � ２７０５４（４番人気）
複勝票数 計 ２９４３７３ 的中 � ３７８６４（３番人気）� ８７７３２（１番人気）� ６０９０５（２番人気）
枠連票数 計 ３１７０４８ 的中 （３－６） ３０７２５（２番人気）
普通馬連票数 計１２６７８４３ 的中 �� １０７９９１（２番人気）
馬単票数 計１１６９１２６ 的中 �� ４０３８４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０８２１０ 的中 �� １８８７３（３番人気）�� １２９５７（６番人気）�� ５９３１９（１番人気）
３連複票数 計１４３６７５８ 的中 ��� １２１８６１（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．８―４８．３―１：０１．０―１：１３．７―１：２６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．８―３F３９．１
３ １５，６（９，１３）４，１４，７（２，１１）（３，１２）（１，８）５－１０ ４ １５（６，９）１３（４，１４）－（７，１１）（２，３，１２）（１，８）５，１０

勝馬の
紹 介

スペースウーマン �
�
父 ア サ テ ィ ス �

�
母父 イエローゴツド デビュー ２００３．５．１８ 東京１着

２０００．４．２９生 牝６鹿 母 メイショウボニータ 母母 ヒデヤビート １９戦３勝 賞金 ２９，４５０，０００円
［他本会外：３戦０勝］

※出走取消馬 ベルシンフォニー号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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 ハイフレンドバリア号
※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。



０３０８０ ２月１８日 晴 良 （１８東京１）第７日 第８競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５５分 （芝・左）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１８．１．２１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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

４８ � ダンスフォーママ 牝６鹿 ５５
５４ ☆松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４５６－１２２：２７．８ ３４．７�

５９ リワードプレイン �４鹿 ５６
５３ ▲吉田 隼人宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード ４２８－ ４２：２８．１１	 ４．２�
４７ 
 オイワケウコン 牡５鹿 ５７

５５ △丹内 祐次岡田 牧雄氏 柴崎 勇 三石 鳥井牧場 ４７０＋ ４２：２８．３１� １１．０�
８１５ ペネトレーター 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一伊達 秀和氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン

牧場 ４９０－ ４ 〃 アタマ １．９�
６１１ ウインアルディート 牡４鹿 ５６ 横山 義行�ウイン 国枝 栄 門別 高橋牧場 B５１０＋ ２２：２８．４	 ８６．８�
５１０ トーセンアダン 牡４栗 ５６ 中舘 英二島川 �哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４６＋１４２：２８．５� １１．５	
２４ 
 ゼンノホワイト �４鹿 ５６ 石橋 脩大迫久美子氏 高橋 祥泰 浦河 信岡牧場 ５１４＋１８２：２８．６� ９４．２

２３ コンフロント 牡４黒鹿５６ D．バルジュー中村 祐子氏 秋山 雅一 門別 日高大洋牧場 ４８６＋１２ 〃 ハナ ７．３�

（伊）

３６ レーザーズエッジ 牡４鹿 ５６ 小野 次郎泉 俊二氏 石毛 善彦 静内 グランド牧場 ４８４＋ ４ 〃 クビ ３１．９�
３５ � ワンダフルボーイ 牡５鹿 ５７ 江田 照男�協栄 中島 敏文 新冠 新冠橋本牧場 B４８４－ ８２：２８．８１ ３４．０
１２ 
 マイネルゴーシュ 牡４芦 ５６

５３ ▲佐藤 聖也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 根本 康広 浦河 荻伏三好フ

アーム ４４２＋ ４２：２８．９� １３９．３�
７１４ コパノスイジン 牡４栗 ５６ 北村 宏司小林 祥晃氏 上原 博之 浦河 成隆牧場 ４７６＋ １ 〃 クビ ５９．３�
１１ 
 シルクグリフィン 牡５鹿 ５７ 田面木博公有限会社シルク蛯名 信広 浦河 桑田フアーム B４４６± ０２：２９．０クビ １１４．８�
８１６ ビコーグレイス 牝４鹿 ５４

５１ ▲南田 雅昭�レジェンド 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４３８－ ４２：２９．３２ ３１０．４�
６１２ トーセンサファイア 牝５黒鹿 ５５

５３ △津村 明秀島川 �哉氏 萩原 清 門別 日高大洋牧場 ４６０± ０２：３０．２５ １０４．２�
７１３ サマーオブキングス �６黒鹿５７ 平沢 健治中村 和夫氏 伊藤 正徳 三石 ケイアイフアーム ４６８± ０２：３０．５１	 ６４３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，０３４，３００円 複勝： ３７，０８７，６００円 枠連： ４４，９３８，３００円

普通馬連： １５７，７９０，６００円 馬単： １４４，７１２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，４７２，９００円

３連複： １８１，０９３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ６３９，１２９，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３，４７０円 複 勝 � ７６０円 � ２２０円 � ３５０円 枠 連（４－５） １，０７０円

普通馬連 �� ６，０１０円 馬 単 �� １４，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０００円 �� ２，５４０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １４，６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３６０３４３ 的中 � ８１８８（８番人気）
複勝票数 計 ３７０８７６ 的中 � １１０１６（８番人気）� ５３１７０（２番人気）� ２７５４９（５番人気）
枠連票数 計 ４４９３８３ 的中 （４－５） ３１１６４（５番人気）
普通馬連票数 計１５７７９０６ 的中 �� １９３８１（１６番人気）
馬単票数 計１４４７１２７ 的中 �� ７１５５（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７４７２９ 的中 �� ４５６２（１８番人気）�� ３５６４（２３番人気）�� １０２６６（９番人気）
３連複票数 計１８１０９３２ 的中 ��� ９１０５（４０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．８―１２．７―１２．４―１２．６―１３．０―１２．４―１２．１―１１．９―１１．９―１２．１

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―２３．９―３６．７―４９．４―１：０１．８―１：１４．４―１：２７．４―１：３９．８―１：５１．９―２：０３．８―２：１５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
１
３
８，７，１４（５，１５）（３，１３）１１（２，４）９，１２－１６，６－１０－１
８（１４，１５）（７，５，１３）（３，１１）（２，４）（６，９，１２）（１０，１６，１）

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

勝馬の
紹 介

�ダンスフォーママ �
�
父 エ リ シ オ �

�
母父 Lyphard

２０００．３．９生 牝６鹿 母 ビユーパーダンス 母母 My Bupers １９戦２勝 賞金 ２９，６５８，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ダイワケベック号
（非抽選馬） ２頭 カゼノユクエ号・ミヤコノカーン号
※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 （１８東京１）第７日 第９競走 ��
��１，８００�

そうしゅん

早 春 賞
発走１４時３０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，１８．１．２１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

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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

２３ マドモアゼルドパリ 牝５芦 ５５ 大西 直宏吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：４６．９ ３０．６�

２４ � ヒ カ ル ベ ガ 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二高橋 光氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５４０－ ４１：４７．２２ ３．２�
６１２ 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 ４３８－ ６１：４７．４１� ２３．３�
８１５ サウスポール 牡６青鹿５７ 中舘 英二芹澤 精一氏 武 宏平 新冠 武田 修一 ４８６－ ６ 〃 ハナ １６．０�
５１０ 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 ５０４＋ ２ 〃 ハナ ３．３�
４８ 	 オールピュール 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一吉田 和子氏 堀 宣行 米 Shortleaf

Stable ４２４± ０１：４７．６１
 ７．５�
８１６ ゲットマイウェイ 牡４青鹿５６ C．ルメール 飯田 正氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４７６－ ２１：４７．８１� ２６．９�

（仏）

５９ �� 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± ０ 〃 ハナ １８．９

１２  サンキョウチャイナ 牡５栗 ５７ 坂井 英光中田 和宏氏 勢司 和浩 平取 びらとり牧場 ４９０＋２４１：４７．９
 ３７６．９�

（大井）

１１ � マイネルリバティー 牡７鹿 ５７ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 浦河 能登 一男 ５１６－ ２１：４８．３２
 １１７．４

３６ � マ リ ウ ス 牡７鹿 ５７ 小林 久晃松尾 正氏 石毛 善彦 門別 下河辺牧場 ５２６＋ ６ 〃 クビ ６２．３�
７１４� セヴンスバード 牡７鹿 ５７ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム B４７６＋ ２１：４８．６１� ２２．０�
４７ リワードジオン 牡４栗 ５６ 嘉藤 貴行宮崎忠比古氏 田中 清隆 新冠 越湖牧場 B５１０－ ４１：４８．７� １０９．０�
６１１	 ゲイリースティング 牡６鹿 ５７ 池添 謙一 �東京サラブレッド

ビューロー 鶴留 明雄 米 Green
Gates Farm ４９０－ ２ 〃 ハナ ５．７�

７１３ アチーブフィート 牡７鹿 ５７ 西田雄一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 境 征勝 静内 服部 和則 ４９６± ０１：４８．９１
 ４０９．９�

３５ ダイワセレクション 牡６鹿 ５７ D．バルジュー大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ５００± ０１：４９．９６ ４４．８�
（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，８０６，７００円 複勝： ５６，２８３，８００円 枠連： ５４，９０８，５００円

普通馬連： ２３７，０４９，６００円 馬単： １５９，４１９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，８６０，９００円

３連複： １８８，１４６，５００円 ３連単： ４５５，８９３，１００円 計： １，２４８，３６８，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３，０６０円 複 勝 � ７４０円 � １７０円 � ６３０円 枠 連（２－２） ４，１２０円

普通馬連 �� ４，２３０円 馬 単 �� １１，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� ４，８５０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ２１，１４０円 ３ 連 単 ��� １６６，３２０円

票 数

単勝票数 計 ４２８０６７ 的中 � １１０４４（１０番人気）
複勝票数 計 ５６２８３８ 的中 � １６２６０（１０番人気）� １２４９９１（１番人気）� １９８０８（９番人気）
枠連票数 計 ５４９０８５ 的中 （２－２） ９８３６（１６番人気）
普通馬連票数 計２３７０４９６ 的中 �� ４１４２８（１６番人気）
馬単票数 計１５９４１９１ 的中 �� １０４４８（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３８６０９ 的中 �� ９７３６（１５番人気）�� ２６５６（４８番人気）�� １０６６０（１４番人気）
３連複票数 計１８８１４６５ 的中 ��� ６５６９（６８番人気）
３連単票数 計４５５８９３１ 的中 ��� ２０２３（４５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３５．３―４７．１―５８．８―１：１０．８―１：２２．６―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．１

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

勝馬の
紹 介

マドモアゼルドパリ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Highest Honor デビュー ２００４．３．７ 中山４着

２００１．４．２５生 牝５芦 母 ア ド マ イ ス 母母 Admiration １２戦４勝 賞金 ４５，８３５，０００円
〔制裁〕 マドモアゼルドパリ号の騎手大西直宏は，２コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
〔その他〕 ロールタイド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ロールタイド号は，平成１８年３月１８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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ウィルビーゼア号・エアフォルツァ号・キープクワイエット号・チョウカイフライト号・トウカイエデン号
※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。



０３０８２ ２月１８日 晴 良 （１８東京１）第７日 第１０競走 ��
��１，４００�

しゅんぼう

春望ステークス
発走１５時０５分 （ダート・左）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．１．２１以降４歳
１，６００・５歳以上３，２００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２２．７
１：２１．９

良

重

２３ チョウカイロイヤル 牡５黒鹿５７ 四位 洋文�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ４８０－ ４１：２４．２ ４．４�

３５ � メイショウオキナ 牡５黒鹿５７ 大西 直宏松本 好雄氏 瀬戸口 勉 浦河 成隆牧場 ４８２－ ６１：２４．７３ １９．３�
６１２� ステンカラージン 牡５栗 ５７ 池添 謙一吉田 和子氏 松田 国英 米

John Youngblood,
Fletcher Gray &
Carolyn Gray

５１２－ ８１：２５．０１	 ２４．９�
２４ ストロングメモリー 牝６栗 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース古賀 史生 白老 白老ファーム ４５８± ０１：２５．１	 ３２．０�
４８ 
 ゼンノパルテノン 牡４栗 ５７ 福永 祐一大迫久美子氏 北橋 修二 早来 ノーザンファーム ５１０－ ６１：２５．２� ３．５�
１２ ワンダーヴィボ 牡８青鹿５７ 角田 晃一山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 尾野 一義 ５４８± ０１：２５．４１� １７．８	
７１４ サクラビジェイ 牡４青鹿５７ 小島 太一�さくらコマース小島 太 静内 谷岡牧場 ４５２－ ８１：２５．６１� ３．７

５１０ サクラティガー ８鹿 ５７ 佐藤 聖也�さくらコマース藤原 辰雄 浦河 谷田牧場 ４６８－１２１：２５．７クビ １３５．２�
１１ �
 ワキノカイザー 牡６鹿 ５７ C．ルメール 脇山 良之氏 音無 秀孝 白老 白老ファーム ４４８± ０ 〃 クビ ７．３�

（仏）

６１１� ナリタキセキボーイ 牡７栗 ５７ 藤岡 佑介山路 秀則氏 萱野 浩二 浦河 本巣 敦 ５４２－ ２１：２６．０１	 ２９．２
３６ � キープザフェイス 牝４栗 ５５ 江田 照男 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：２６．１	 １７．４�
７１３
 ストラスアイラ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊田原 邦男氏 小島 茂之 門別 荒井ファーム ４８６－１０１：２６．２クビ ６６．１�
８１５�� ドントコイタカトモ 牡７鹿 ５７ 二本柳 壮�橋 顕輔氏 二本柳俊一 門別 坂田牧場 ４８０－ ２１：２６．４１� ６７０．２�
５９ � トーホウセキト 牡６鹿 ５７ 小野 次郎東豊物産� 古賀 史生 米

R. Alex Rankin,
Robert E Courtney &
Jaime S. Carrion

５１４＋ ４１：２８．５大差 ４４．９�
４７ � ココモキング 牡７黒鹿５７ 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 米 David G.
Campbell ５５０＋１６１：２９．３５ １４８．５�

８１６ コアレスデジタル 牡６鹿 ５７ 内田 博幸小林 昌志氏 蛯名 信広 門別 ビラトリファーム ４９６－ ６１：３０．３６ １３０．９�
（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，１５６，５００円 複勝： ６４，９００，６００円 枠連： ６３，３４７，６００円

普通馬連： ３１５，８４０，４００円 馬単： １９９，９５２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６５，７０４，５００円

３連複： ２４６，３６１，４００円 ３連単： ５６５，３８８，７００円 計： １，５６６，６５１，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２１０円 � ４８０円 � ７４０円 枠 連（２－３） １，９３０円

普通馬連 �� ４，７００円 馬 単 �� ７，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９２０円 �� ２，５５０円 �� ６，３３０円

３ 連 複 ��� ３１，２６０円 ３ 連 単 ��� １４８，７１０円

票 数

単勝票数 計 ４５１５６５ 的中 � ８１２１３（３番人気）
複勝票数 計 ６４９００６ 的中 � １０２６５０（２番人気）� ３２９０５（７番人気）� ２００４０（１０番人気）
枠連票数 計 ６３３４７６ 的中 （２－３） ２４２９５（８番人気）
普通馬連票数 計３１５８４０４ 的中 �� ４９６０４（１９番人気）
馬単票数 計１９９９５２０ 的中 �� １９７６０（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５７０４５ 的中 �� ８５３４（２１番人気）�� ６３６８（２９番人気）�� ２５１７（５７番人気）
３連複票数 計２４６３６１４ 的中 ��� ５８１７（９２番人気）
３連単票数 計５６５３８８７ 的中 ��� ２８０６（４２７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．３―１１．９―１２．２―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３４．７―４６．６―５８．８―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チョウカイロイヤル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００４．６．６ 東京４着

２００１．５．１４生 牡５黒鹿 母 ブラッシングストーム 母母 Witwatersrand １７戦６勝 賞金 ９６，５１８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ココモキング号・コアレスデジタル号は，平成１８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１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１５頭 アグネスギンガ号・イブロン号・ヴィフォルテ号・オフィサー号・ジョウノデイリー号・ジンクライシス号・

タイキヴァンベール号・ツムジカゼ号・パラダイスリヴァー号・バロンカラノテガミ号・バンブーミラン号・
ポジティヴトライ号・マサアンビション号・モンテタイウン号・リメンバードリーム号

※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。



０３０８３ ２月１８日 晴 良 （１８東京１）第７日 第１１競走 ��
��１，６００�第４１回デイリー杯クイーンカップ（ＧⅢ）

発走１５時４０分 （芝・左）
牝，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

デイリースポーツ社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１１� コ イ ウ タ 牝３栃栗５５ C．ルメール�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：３５．６ ３．２�
（仏）

５１０� アサヒライジング 牝３鹿 ５４ 小林 淳一寺内 正光氏 加藤 修甫 浦河 本巣 一敏 ５１２＋ ２１：３５．７� １３．６�
１１ 	 マチカネタマカズラ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二細川 益男氏 池江 泰郎 米 WinStar

Farm, LLC ５１６－ ２ 〃 ハナ ５０．２�
２４ � ワイキューブ 牝３栗 ５４ 四位 洋文原 
子氏 大久保龍志 静内 岡田スタツド ４２４－１２１：３６．０１� ３０．９�
６１２ アイスドール 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４３０－ ４１：３６．２１ ４．７�
７１４�� プリティタヤス 牝３栗 ５４ 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 競優牧場 ４６４－１０ 〃 クビ ９．７�
４８ �� ハネダテンシ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊鈴木 とし氏 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４８８－ ４１：３６．４１ ９．９	
４７ � ルビーレジェンド 牝３栗 ５４ 柴山 雄一吉田 勝己氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４５８－ ２ 〃 クビ ５．０

３６ マルカアイチャン 牝３栗 ５４ 福永 祐一河長産業� 北橋 修二 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：３６．６１ １４．２�
５９ � マイネジャーダ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 白老 白老ファーム ４７２± ０１：３６．７� ４２．３
７１３ ウエスタンビーナス 牝３黒鹿５４ 田中 勝春西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 ４４０－ ２１：３６．８� ５７．９�
８１６�� ミッキーコマンド 牝３鹿 ５４ 石橋 守三木 久史氏 福島 信晴 宮崎 田上 勝雄 ４３０－ ６１：３６．９クビ １０３．１�
２３ �� クリノスペシャル 牝３青鹿５４ 上村 洋行栗本 博晴氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４７２＋ ２１：３７．２２ ５８．９�
８１５ ゲッタウェイ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�ターフ・スポート星野 忍 浦河 小林 和義 ４３２－ ４１：３７．３� ６１．１�
３５ 	 ミルククラウン 牝３栗 ５４ 内田 博幸吉田 千津氏 加藤 征弘 米 Robert

Schaedle ４８８－ ６１：３７．５� ２１．７�
（大井）

１２ チャームダンス 牝３鹿 ５４ 石橋 脩タマモ� 伊藤 圭三 静内 前田牧場 ４５８± ０ 〃 クビ １１４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８８，４１９，１００円 複勝： １１６，８４６，０００円 枠連： １４５，２８４，２００円

普通馬連： ６９８，８０２，０００円 馬単： ４３４，５４１，０００円 ワイド【拡大馬連】： １３０，２７２，６００円

３連複： ５２８，０３１，７００円 ３連単： １，１６５，０１０，６００円 計： ３，３０７，２０７，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � ３７０円 � １，１９０円 枠 連（５－６） １，０１０円

普通馬連 �� ２，１９０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ２，７４０円 �� ６，６５０円

３ 連 複 ��� ３６，１７０円 ３ 連 単 ��� １５５，３４０円

票 数

単勝票数 計 ８８４１９１ 的中 � ２１７８７８（１番人気）
複勝票数 計１１６８４６０ 的中 � ２７９０９４（１番人気）� ７３０７０（７番人気）� １９４３７（１２番人気）
枠連票数 計１４５２８４２ 的中 （５－６） １０６６７９（５番人気）
普通馬連票数 計６９８８０２０ 的中 �� ２３５７８４（７番人気）
馬単票数 計４３４５４１０ 的中 �� ８６４７８（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３０２７２６ 的中 �� ３６４３８（８番人気）�� １１５４０（２９番人気）�� ４６８２（６２番人気）
３連複票数 計５２８０３１７ 的中 ��� １０７７６（９９番人気）
３連単票数 計１１６５０１０６ 的中 ��� ５５３５（４２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３６．０―４８．５―１：００．９―１：１２．４―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コ イ ウ タ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００５．６．２６ 福島７着

２００３．２．２４生 牝３栃栗 母 ヴァイオレットラブ 母母 ヴアインゴールド ７戦４勝 賞金 ９０，７０３，０００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。
（非当選馬） ７頭 アドマイヤカンナ号・キャンディーストア号・グリーンジュエリー号・ツリーオブライフ号・フサイチパンドラ号・

ユノブラッキー号・ラピッドオレンジ号
※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。



０３０８４ ２月１８日 晴 良 （１８東京１）第７日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１５分 （ダート・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，１８．１．２１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

１：２２．７
１：２１．９

良

重

３５ ベ ル ー ガ 牡５鹿 ５７
５６ ☆松岡 正海 �サンデーレーシング 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５０２－ ２１：２５．６ ３．４�

２４ タ マ モ ド ン 牡９栗 ５７ 柴山 雄一タマモ� 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ５３８＋ ６ 〃 ハナ １３．９�
７１３ ユノナゲット 牡４鹿 ５７ 四位 洋文細川祐季子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９６－ ８１：２５．７� ２．３�
２３ � ラヴァーズナット 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎 �キャロットファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：２６．１２	 ２３．８�
８１６
 アポロベルーガ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 パラダイス・

ファーム ４８６－ ６１：２６．３１� ２４．０�
３６ フロムアップランド 牝５鹿 ５５ 内田 博幸 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 追分ファーム ４９６＋ ４ 〃 ハナ １５．１	

（大井）

８１５�
 リーディングエッジ 牡６鹿 ５７ 木幡 初広金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５１６－ ８１：２６．４クビ ２６．３


４８ ウ セ ル 牡７鹿 ５７ 石橋 脩�萩本企画 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ５２０± ０１：２６．６１	 １３２．０�
５１０
 トーセンラヴ 牡４黒鹿５７ 田中 勝春島川 �哉氏 斎藤 宏 三石 仲野牧場 ４６６－ ２１：２６．７クビ ２１．９
４７ � エイワショウグン 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲吉田 隼人永井公太郎氏 松山 康久 米
Spendthrift
Farm LLC &
James Brown

５７６± ０１：２６．９１	 ８．９�
１１ イージーライダー 牡６栗 ５７ 村田 一誠杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ５１０－１４１：２７．０	 ９６．０�
５９ � ミヤマガリバー 牡７栗 ５７ 北村 宏司大宮 豊美氏 増沢 末夫 新冠 尾崎 常雄 B５０６± ０１：２７．１クビ ９８．３�
６１１ エアデルソール 牡４栗 ５７ C．ルメール �ラッキーフィールド伊藤 雄二 静内 藤原牧場 ４８０－ ８１：２７．４２ １４．６�

（仏）

１２ ベルモントミサンガ 牝４栗 ５５ 池田 鉄平 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント
ファーム ４５２± ０１：２７．６１	 １３８．５�

７１４ トップアサティス 牝７栗 ５５ 坂井 英光�宮内牧場 石栗 龍彦 鵡川 六角牧場 ５０２＋ ４１：２７．８１ ７０１．３�
（大井）

６１２
 ビリーザキッド 牡４栗 ５７
５５ △津村 明秀花木 照人氏 加藤 征弘 浦河 惣田 英幸 ４３６± ０１：２８．２２	 ２２８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，５６５，６００円 複勝： ６２，９２０，８００円 枠連： ７１，１８１，７００円

普通馬連： ２９３，８８８，０００円 馬単： ２０７，１１９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６９，７８１，６００円

３連複： ２２９，８７８，８００円 ３連単： ５５６，０５４，０００円 計： １，５３６，３８９，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � １１０円 枠 連（２－３） １，１３０円

普通馬連 �� １，８００円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� １８０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 ��� ７，４８０円

票 数

単勝票数 計 ４５５６５６ 的中 � １０６６５０（２番人気）
複勝票数 計 ６２９２０８ 的中 � １１１２９６（２番人気）� ４８２８８（３番人気）� ２１４９５６（１番人気）
枠連票数 計 ７１１８１７ 的中 （２－３） ４６８７８（５番人気）
普通馬連票数 計２９３８８８０ 的中 �� １２０９０８（６番人気）
馬単票数 計２０７１１９０ 的中 �� ５３０８３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６９７８１６ 的中 �� ２２８２０（８番人気）�� １２１４８０（１番人気）�� ３６２８０（２番人気）
３連複票数 計２２９８７８８ 的中 ��� １３９３３５（１番人気）
３連単票数 計５５６０５４０ 的中 ��� ５４８７４（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３５．８―４８．２―１：００．５―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ー ガ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Chief’s Crown デビュー ２００４．１．２５ 中山１着

２００１．４．１８生 牡５鹿 母 バ ー シ ャ 母母 My Darling One ２０戦５勝 賞金 ８１，１６４，０００円
※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 エイワンタッチ号・ゲイリーリボルバー号・シャドウハーツ号・スウォードキャット号・ダイヤモンドスター号・

パレスドン号・ホワイトピクシイ号・マイネルクオリティ号・マチカネウソブキ号・マチカネバテレン号・
マリットチャージ号・モエレエスポワール号・リキアイチャンプ号

※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。



（１８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
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

２５８，６４０，０００円
２，１００，０００円
２２，１８０，０００円
１，８５０，０００円
６２０，０００円
１，９４０，０００円
２７，１６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，６５９，０００円
５，８０８，８００円
１，８８８，７００円

勝馬投票券売得金
４０８，８９５，３００円
５１４，８６８，１００円
５９２，８３９，５００円
２，３９１，５１８，６００円
１，７９３，９５１，７００円
５３５，２１１，０００円
２，２１１，９２７，５００円
２，７４２，３４６，４００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 １１，１９１，５５８，１００円

総入場人員 ３２，３５６名 （有料入場人員 ３１，２６３名）




