
０３０６１ ２月１１日 晴 良 （１９東京１）第６日 第１競走 ��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

６１１�� エイワンキセキ 牝３青鹿５４ 横山 典弘荒木 榮一氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４６４－ ４１：２０．３ ３．５�

７１４� ダノンブライアン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０６－ ４１：２０．５１� ２．４�
３６ � ニッポニアニッポン 牝３芦 ５４

５３ ☆吉田 隼人西垣 �三氏 矢野 照正 浦河 小島牧場 ４８４＋ ２１：２０．７１� ４１．６�
１２ イーサンラヴ 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹国本 勇氏 高橋 裕 門別 新井 弘幸 ４３８－１０１：２０．９１� １５．３�
６１２ メイキングザヘヴン 牝３芦 ５４ 松岡 正海�グランド牧場 手塚 貴久 静内 グランド牧場 ４３４＋１２１：２１．９６ １０８．７�
３５ ホ ウ キ ボ シ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 様似 富田 恭司 ４９０－ ４１：２２．０� ２６．７	
５９ テンエイルンルン 牝３栗 ５４ 大庭 和弥熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

熊坂開発 ４６０＋ ４１：２２．１クビ ４１７．８

２４ � ジョウノカグヤヒメ 牝３青鹿５４ 木幡 初広小川 義勝氏 宗像 義忠 門別 三城牧場 ４３４－ ６１：２２．３１� ６７．９�
８１５� エクセシヴラヴ 牝３鹿 ５４ C．ルメール 吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４３４－１０１：２２．４クビ ５．４�

（仏）

４７ ウエスタンビーバー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春西川 賢氏 境 征勝 静内 北西牧場 ４３０± ０１：２２．６１� １１．０
８１６� オフザレコード 牡３栗 ５６ 吉田 豊�柏台牧場 戸田 博文 門別 柏台牧場 ４３６－１６１：２２．８１� １００．８�
２３ � スガノハイライズ 牡３鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人菅原光太郎氏 大和田 稔 浦河 一珍棒牧場 ４５２＋ ６１：２２．９� ５９４．５�
５１０� ジェイケイバクシン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ５０４－ ４１：２３．２１� １１．５�
７１３ ドラコンギネス 牡３栗 ５６ 左海 誠二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石栗 龍彦 門別 出口牧場 ４２４－ ４１：２３．４１� ２３７．８�
（船橋）

４８ � ムーランヴェール 牝３鹿 ５４ 福永 祐一齊藤四方司氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム ４１４－１０１：２３．６１ ３６．８�

（１５頭）
１１ � ディーアールボーイ 牡３鹿 ５６ 江田 照男長谷川文夫氏 田子 冬樹 門別 広中 稔 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，６１４，１００円 複勝： ３２，３３４，６００円 枠連： ２６，４００，５００円

普通馬連： ９３，４０６，４００円 馬単： ８２，９９２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１６２，２００円

３連複： １１８，８０２，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３９９，７１２，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ６２０円 枠 連（６－７） ４４０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １，８００円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ５，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９６１４１ 的中 � ４４３２１（２番人気）
複勝票数 計 ３２３３４６ 的中 � ８０６３６（２番人気）� １０４４８２（１番人気）� ６９１３（８番人気）
枠連票数 計 ２６４００５ 的中 （６－７） ４５２７０（１番人気）
普通馬連票数 計 ９３４０６４ 的中 �� １５５２３４（１番人気）
馬単票数 計 ８２９９２３ 的中 �� ６５１０５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１６２２ 的中 �� ４４０８７（１番人気）�� ３０１７（２１番人気）�� ３６０１（１９番人気）
３連複票数 計１１８８０２１ 的中 ��� １５６９５（１７番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１１．９―１２．６―１２．３―１２．４―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．０―２９．９―４２．５―５４．８―１：０７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
エイワンキセキ �

�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００６．７．２９ 新潟２着

２００４．３．１１生 牝３青鹿 母 マヤノイシス 母母 スペースジエツト ７戦１勝 賞金 １４，６００，０００円
〔出走取消〕 ディーアールボーイ号は，疾病〔左前裂蹄〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ベルモントエアロ号
（非抽選馬） ３頭 コスモリバイアサン号・ネイチャーマインド号・ノボスコーピオ号
※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。



０３０６２ ２月１１日 晴 良 （１９東京１）第６日 第２競走 ��１，４００�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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

１２ コメンテーター 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ５２０± ０１：２７．４ ６．４�

２３ テイクザホーク 牡３鹿 ５６ 横山 典弘水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ４．１�
７１４� アップグレーデッド 牡３芦 ５６ 加藤士津八�大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ

ファーム ４８２± ０１：２７．９３ ３．２�
２４ � ダブルヒーロー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩小川 弘氏 斎藤 宏 浦河 北光牧場 ５２０－ ４ 〃 クビ ２６．８�
５９ ナイスプレゼンター 牝３鹿 ５４ C．ルメール 水上ふじ子氏 戸田 博文 浦河 笠松牧場 ４７０－ ２１：２８．３２� ４．５�

（仏）

５１０ キングブライト 牡３鹿 ５６ 江田 照男浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４７０＋ ２１：２８．４� ２４１．４�
６１１� ボストンクエスト 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝ボストンホース	 松山 康久 静内 岡田牧場 ４８２－ ８１：２８．６１� ７．０

８１５� テンジンミナトオー 牡３鹿 ５６ 左海 誠二	テンジン 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４８０－ ６１：２８．８１� ２５．９�

（船橋）

３５ サクラトゥハート 牝３青鹿５４ 蛯名 正義	さくらコマース田中 清隆 静内 谷岡牧場 ４５４－１６１：２８．９� ６６．５�
４８ � プラチナムドラゴン 牡３鹿 ５６ 小野 次郎安達 允彦氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ４９２－ ２ 〃 ハナ １６３．０
１１ ヨシヴァーティカル 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４２６－ ６１：２９．１� １２８．２�
８１６ クロフネマンボ 牝３芦 ５４ 和田 竜二白井 繁夫氏 松永 勇 三石 ヒサイファーム ５４４－ ２１：２９．７３� ２４．９�
７１３ インペリアルスター 牡３栗 ５６ 田中 勝春佐藤 清氏 中野 隆良 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４６０＋ ４１：３０．２３ ９６．０�
６１２� アリマエンパイア 牡３芦 ５６

５５ ☆吉田 隼人有馬 博文氏 清水 英克 静内 藤沢牧場 ４５４－ ２１：３１．０５ ６６．１�
４７ サンマルアタック 牡３鹿 ５６ 田中 剛相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７２＋ ４１：３１．４２� ７９８．６�
３６ � レッドコサージュ 牝３鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４２６－１０１：３１．５� ４４２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，３０６，６００円 複勝： ３６，０４５，８００円 枠連： ２７，１７２，０００円

普通馬連： １０１，８０５，２００円 馬単： ８５，９８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０２８，４００円

３連複： １２３，９０５，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４２６，２４７，４００円

払 戻 金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（１－２） １，０９０円

普通馬連 �� １，２４０円 馬 単 �� ２，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ４９０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３３０６６ 的中 � ２８７９８（４番人気）
複勝票数 計 ３６０４５８ 的中 � ４３９９７（４番人気）� ７２７８２（２番人気）� ７７３８４（１番人気）
枠連票数 計 ２７１７２０ 的中 （１－２） １８５０３（５番人気）
普通馬連票数 計１０１８０５２ 的中 �� ６０７２３（５番人気）
馬単票数 計 ８５９８４３ 的中 �� ２３４６３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０２８４ 的中 �� １３８６９（５番人気）�� １３５０８（６番人気）�� ２５５３３（１番人気）
３連複票数 計１２３９０５１ 的中 ��� ６６９２４（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．９―１３．２―１２．７―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．１―３６．０―４９．２―１：０１．９―１：１４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コメンテーター �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アイネスフウジン デビュー ２００６．１１．２５ 東京３着

２００４．５．３１生 牡３鹿 母 ファストフレンド 母母 ザラストワード ３戦１勝 賞金 ７，３００，０００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。



０３０６３ ２月１１日 晴 良 （１９東京１）第６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）

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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

１１ �� ホ ク レ レ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：４０．４ １．８�

４６ マキノジョリエ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一島宮 萬喜氏 土田 稔 三石 原口牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ ３８．２�
８１４ グッドチョイス 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム ４５４－１０１：４０．９３ １９．４�
６１１ ラウンドダンス 牝３栗 ５４

５３ ☆吉田 隼人�下河辺牧場 中野 隆良 門別 下河辺牧場 ４７０± ０１：４１．１１ ４．９�
２２ キャプテンドリーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４５０－ ２１：４１．３１� １６．９�
３４ � ケージーシルキー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 ４９０± ０１：４１．９３� ２５．１	
３５ フラワーレイ 牝３青鹿５４ 左海 誠二�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４０４－ ４１：４２．４３ １３２．２


（船橋）

６１０ マザーピクシー 牝３鹿 ５４ 江田 照男金田 成基氏 嶋田 潤 様似 清水スタッド ４３８＋ ２１：４２．７１� １５９．５�
５９ �� スマートミリオン 牝３栗 ５４ 柴山 雄一大川 徹氏 佐々木亜良 青森 小笠原 富

三郎 B４３６－ ８ 〃 クビ ３０８．９�
７１２ アポロハニービー 牝３鹿 ５４ 小林 淳一アポロサラブレッドクラブ 石栗 龍彦 新冠 三村 卓也 ４５０－ ４１：４２．９１� ５３８．２
２３ � ハナノリンダ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹花田 勲氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ４５４± ０１：４３．１１� ５４．０�
４７ � ホリデイオンアイス 牝３青鹿５４ C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０－１０１：４３．５２� ３．６�

（仏）

８１５ プリモスペシャル 牝３鹿 ５４
５３ ☆津村 明秀�グランド牧場 高橋 祥泰 浦河 村下 明博 ４２０－ ４１：４５．４大差 ５４６．０�

７１３ ネヴァキッス 牝３栗 ５４ 武士沢友治�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４５２－１０１：４５．５クビ ２７７．７�

（１４頭）
５８ ラードロジュノー 牝３黒鹿５４ 田中 勝春村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 北星村田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２８，６１２，５００円 複勝： ３０，９３６，４００円 枠連： ３１，１９５，７００円

普通馬連： １１６，５０１，７００円 馬単： １１１，９７３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，３７１，９００円

３連複： １４６，３６４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４９６，９５６，５００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １３０円 � ６１０円 � ３００円 枠 連（１－４） ２７０円

普通馬連 �� ２，６６０円 馬 単 �� ３，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ６３０円 �� ３，３２０円

３ 連 複 ��� １０，７１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８６１２５ 的中 � １２６１５０（１番人気）
複勝票数 計 ３０９３６４ 的中 � １０４１６０（１番人気）� ９０２０（７番人気）� ２１４２６（５番人気）
枠連票数 計 ３１１９５７ 的中 （１－４） ８５３９０（１番人気）
普通馬連票数 計１１６５０１７ 的中 �� ３２４３７（１０番人気）
馬単票数 計１１１９７３９ 的中 �� ２６０３９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１３７１９ 的中 �� ６７８５（１３番人気）�� １３０７１（５番人気）�� ２２１５（２５番人気）
３連複票数 計１４６３６４４ 的中 ��� １００９０（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３５．６―４８．６―１：０２．０―１：１５．０―１：２７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ホ ク レ レ �

�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Danehill デビュー ２００６．１１．５ 東京２着

２００４．２．１生 牝３鹿 母 マチカネレダ 母母 Spanish Habit ４戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
〔出走取消〕 ラードロジュノー号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネヴァキッス号は，平成１９年３月１１日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 シングルカット号（疾病〔感冒〕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 オーシャンルミナス号
※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。



０３０６４ ２月１１日 晴 良 （１９東京１）第６日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

１１ テスタロッサ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝桐谷 茂氏 小林 常泰 三石 上村 清志 ４７４－ ６１：４０．３ ２．１�

４７ アドマイヤワールド 牡３鹿 ５６ 田中 勝春近藤 利一氏 河野 通文 早来 ノーザンファーム ５２６－ ６１：４０．５１ ３．９�
３５ サンワードレッツ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義古谷 敏明氏 中川 公成 浦河 梅田牧場 ４７４－ ６１：４０．８１� １２．４�
５１０� チアズグローリー 牡３栗 ５６ 福永 祐一北村キヨ子氏 白井 寿昭 米 WinStar

Farm, LLC ４７０－ ６１：４１．２２� １０．６�
４８ 	 ヤマタケフレッシュ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４７２＋ ２１：４１．３クビ ３９．２�
２４ ミヤビキャサリン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 様似 様似渡辺牧場 B４５２－ ４１：４１．４� ５０．２�
５９ ダイレクトパス 牡３青鹿５６ 横山 典弘渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４３６－ ２１：４１．７２ ４．４�
１２ ノムクルーズ 牡３栗 ５６ 松岡 正海野村 茂雄氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４６６－ ４１：４２．１２� ３２．０	
７１４ スプリングカリン 牝３栗 ５４ 石橋 脩加藤 春夫氏 上原 博之 様似 長田 操 ４２４－ ４１：４２．２� ７３．５

３６ アントレウエルス 牡３鹿 ５６

５３ ▲高野 和馬篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４７４－ ８１：４２．４１� ６８８．１�
８１５� タクティカルカップ 牡３鹿 ５６

５５ ☆吉田 隼人 �社台レースホース畠山 吉宏 米 Shadai Farm B４７０± ０１：４２．６１� ５５．６
８１６� ジェイキング 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹松尾 正氏 石毛 善彦 英 Darley ４７０± ０１：４２．７クビ １４５．５�
２３ レッドホーク 牡３鹿 ５６ 左海 誠二冨沢 敦子氏 小笠 倫弘 静内 石川 栄一 ４９０± ０ 〃 ハナ ４１４．０�

（船橋）

６１２ ガンコイッテツ 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆津村 明秀田島榮二郎氏 小西 一男 門別 坂 牧場 ４６８－１０１：４２．８� ５０１．４�

７１３ デルマジョン 牡３鹿 ５６ 石神 深一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 ファニーヒルファーム ４５６－ ６１：４３．２２� ４４８．３�
６１１ ヤマニンエレメント 牡３鹿 ５６ 小林 淳一土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ５３２－ ２１：４３．３� ３９８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，４１９，２００円 複勝： ３２，４９０，９００円 枠連： ３３，９９８，８００円

普通馬連： １０８，１３０，７００円 馬単： １０８，０２４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，２６１，４００円

３連複： １４６，９０９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４８７，２３４，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（１－４） ３７０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ３５０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７４１９２ 的中 � １０３３９４（１番人気）
複勝票数 計 ３２４９０９ 的中 � １１３７８６（１番人気）� ５６４４４（２番人気）� ３１８７１（４番人気）
枠連票数 計 ３３９９８８ 的中 （１－４） ６７８８８（２番人気）
普通馬連票数 計１０８１３０７ 的中 �� １９６９４０（１番人気）
馬単票数 計１０８０２４３ 的中 �� １２２１６６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０２６１４ 的中 �� ５３４９９（１番人気）�� １９５３２（３番人気）�� １５１０８（６番人気）
３連複票数 計１４６９０９２ 的中 ��� １３４８７５（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．５―４８．４―１：０１．９―１：１４．８―１：２７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テスタロッサ �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ハギノカムイオー デビュー ２００６．６．２４ 福島３着

２００４．３．１７生 牡３鹿 母 ニアネスオブユー 母母 エ ゾ ミ ド リ ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００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。
（非当選馬） １頭 プリミティーヴ号
※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。



０３０６５ ２月１１日 晴 良 （１９東京１）第６日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

１２ � ツーオブキング 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�前川企画 尾形 充弘 平取 雅 牧場 ５０６ ―１：２７．０ ３．６�

６１２ コアレスナイナー 牡３栗 ５６ 横山 典弘小林 昌志氏 鈴木 康弘 平取 コアレススタッド ５０４ ―１：２８．６１０ ２．９�
４８ � ドルフィンダンサー 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭スリーエス組合 南田美知雄 三石 澤田 嘉隆 ４０６ ―１：２９．９８ ２４９．６�
１１ � マキハタセンシブル 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ３９２ ―１：３０．３２� １１１．７�
６１１ カ イ カ ツ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一国光 正憲氏 池上 昌弘 浦河 三好牧場 ４８０ ―１：３０．４� ４５．６�
７１３� サニーアンジェリカ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８８ ―１：３０．６１� １１．９�
５１０ サチノスカイライン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝佐藤 幸彦氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 ５０４ ―１：３０．９１	 １０．１	

（レイノーブル）

４７ ヤマニンフォルテ 牡３黒鹿５６ 江田 照男土井 薫氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４５４ ―１：３１．３２� １７５．８

３６ ハードビクトリー 牡３栗 ５６ 石神 深一芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 静内 武 牧場 ４６４ ―１：３１．４クビ ５２．５�
７１４ ジーントウショウ 牝３青鹿５４ 武士沢友治トウショウ産業� 中島 敏文 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４５４ ― 〃 クビ ８４．５
２４ 
 グランドソニック 牝３黒鹿５４ 田中 勝春細谷 典幸氏 二ノ宮敬宇 米 Takeho Ltd. ４８２ ―１：３１．６１ ３．３�
２３ � レオタックル 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆吉田 隼人�レオ 岩戸 孝樹 平取 清水牧場 ４８８ ―１：３１．７� ２１．２�
８１６ ロンシャンステージ 牡３芦 ５６ 小林 淳一前田 榮生氏 内藤 一雄 青森 競馬牧場 ４４０ ― 〃 クビ ３０２．７�
８１５ トーセンホーリー 牡３芦 ５６

５３ ▲黛 弘人島川 �哉氏 小桧山 悟 静内 岡田スタツド ５０４ ―１：３２．２３ ２３５．５�
５９ � ジ ョ キ ョ ク 牡３栗 ５６ 吉永 護田島榮二郎氏 中野 栄治 三石 佐藤 陽一 ４５０ ―１：３３．２６ １７９．３�
３５ � ラ ン ク イ ン 牝３鹿 ５４ 和田 竜二永田 清男氏 本間 忍 浦河 鎌田 正嗣 ４６４ ― 〃 クビ ５２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，８１３，８００円 複勝： ２２，９１２，２００円 枠連： ３１，３３９，６００円

普通馬連： １０５，５１８，９００円 馬単： ９６，９７９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９６０，１００円

３連複： １２４，１１８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４２８，６４２，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ３，５４０円 枠 連（１－６） ４８０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １３，５４０円 �� １５，３７０円

３ 連 複 ��� ５３，３５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３８１３８ 的中 � ５２１７９（３番人気）
複勝票数 計 ２２９１２２ 的中 � ４４２３９（３番人気）� ５８０３１（１番人気）� １００５（１４番人気）
枠連票数 計 ３１３３９６ 的中 （１－６） ４８１８８（２番人気）
普通馬連票数 計１０５５１８９ 的中 �� １６１９０７（２番人気）
馬単票数 計 ９６９７９３ 的中 �� ６２８７７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９６０１ 的中 �� ２９３４８（１番人気）�� ３８３（６０番人気）�� ３３７（６３番人気）
３連複票数 計１２４１１８５ 的中 ��� １７１７（７８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１２．３―１２．９―１２．５―１２．６―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．８―３５．１―４８．０―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４F５１．９―３F３９．０
３ ２，４－５－１２，１０－８－（１１，１３）（６，７，１４）１６，１，９，３－１５ ４ ２，４－１２（５，１０）＝８，１３，１４，１１－（６，７，１６）１－３，９＝１５

勝馬の
紹 介

�ツーオブキング �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ス キ ャ ン 初出走

２００４．５．７生 牡３鹿 母 ヒゼンウタヒメ 母母 クリアーチヤーム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョキョク号・ランクイン号は，平成１９年３月１１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 コールトゥアーミー号



０３０６６ ２月１１日 晴 良 （１９東京１）第６日 第６競走 ��
��１，６００�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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３５ � ココナッツパンチ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７８ ―１：３５．６ ２．８�

１２ � ケ イ ア ー ス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�RRA 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ４９６ ―１：３５．９１� ７．５�
７１４	 マックスバラード 牡３鹿 ５６ 横山 典弘田所 英子氏 伊藤 正徳 愛 Barronstown Stud

and Orpendale ４９０ ― 〃 ハナ ７．６�
８１５	 シルクファンタジー 牡３黒鹿５４ 和田 竜二有限会社シルク増沢 末夫 豪 Darley Aus-

tralia Pty Ltd ４０２ ―１：３７．２８ ３４．１�
８１６ ユーヴェリア 牝３鹿 ５４ 木幡 初広 �ローレルレーシング 武藤 善則 新冠 高瀬牧場 ４３６ ―１：３７．４１
 ２２．３�
１１ シーガルサリー 牝３栗 ５４ C．ルメール 齊藤四方司氏 堀 宣行 門別 下河辺牧場 ４４４ ―１：３７．７２ ４８．３�

（仏）

５９ � エクスジェット 牡３鹿 ５６ 小野 次郎前田 繁氏 池上 昌弘 浦河 近藤牧場 ４８２ ― 〃 クビ １８４．４	
２３ キングオブハイシー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海
ミルファーム 手塚 貴久 門別 小西ファーム ４８０ ―１：３８．０２ ４．４�
４８ � ウエストリリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人中村 雅信氏 菊川 正達 静内 西村 和夫 ４０２ ― 〃 クビ １４２．４�
３６ � ヘイアンレジェンド 牡３黒鹿５６ 福永 祐一荻原 昭二氏 松山 康久 門別 シンボリ牧場 ４８２ ―１：３８．１� ４．３
６１２� サウンズファミリア 牝３栗 ５４ 小林 淳一 
ユートピア牧場 土田 稔 登別 ユートピア牧場 ４２６ ―１：３８．２クビ １５４．８�
４７ � ケンドジュウライ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 �田 研二 鵡川 平岡牧場 ４８４ ―１：３８．６２� １７２．３�
５１０� コ ナ ユ キ 牝３鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人
ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４１２ ―１：３８．７� ５４．３�
６１１� ローレルオリオン 牡３栗 ５６ 左海 誠二 �ローレルレーシング 石栗 龍彦 新冠 ヒノデファーム ５０８ ―１：３８．９１
 ３８．６�

（船橋）

２４ バトルシズカ 牝３鹿 ５４
５３ ☆津村 明秀宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム ４４０ ―１：３９．０� １２５．０�

７１３ オンワードドーター 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司�オンワード牧場 郷原 洋行 浦河 オンワード牧場 ４２４ ―１：３９．２１
 ２１５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２３２，２００円 複勝： ２６，６７８，７００円 枠連： ３５，９４４，９００円

普通馬連： ９９，０３０，４００円 馬単： ９３，８１８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，７１０，１００円

３連複： １２４，２１５，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４３１，６２９，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ２４０円 枠 連（１－３） ４８０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ５００円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ２，１８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７２３２２ 的中 � ７７４０５（１番人気）
複勝票数 計 ２６６７８７ 的中 � ６９５０３（１番人気）� ３３４４８（４番人気）� ２４１７０（５番人気）
枠連票数 計 ３５９４４９ 的中 （１－３） ５６０７６（２番人気）
普通馬連票数 計 ９９０３０４ 的中 �� ８６９５７（３番人気）
馬単票数 計 ９３８１８５ 的中 �� ５４８６８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４７１０１ 的中 �� １５２０６（３番人気）�� １２３２３（５番人気）�� ７３８２（１０番人気）
３連複票数 計１２４２１５１ 的中 ��� ４２１９５（６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．０―１２．７―１２．９―１１．６―１０．９―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．０―４８．７―１：０１．６―１：１３．２―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３４．０
３ ・（３，１２）（２，１０，１４）１１（５，１６）１，７，４（９，１５）６，１３，８ ４ ・（３，１２）２，１４（５，１０）（１１，１６）（１，４，７）（６，９，１５）（８，１３）

勝馬の
紹 介

�ココナッツパンチ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Groom Dancer 初出走

２００４．３．２９生 牡３鹿 母 ココパシオン 母母 Gaiete de Coeur １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 アイアムシーザー号・アタゴヘイロー号・ヴィゼ号・エムオーハート号・タツキミコ号・マルサライガー号・

ヤマビコ号・ワキノパワー号
※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。



０３０６７ ２月１１日 晴 良 （１９東京１）第６日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （芝・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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

１１ � アロマンシェス 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹伊達 秀和氏 本間 忍 門別 サンシャイン
牧場 ４４２± ０１：３５．８ ３．５�

８１６ ウエスタンヒート 牡３鹿 ５６ 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ １９．５�
２４ � フローラルカーヴ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４３４＋ ４１：３５．９� ２．５�
５１０ プラテアード 牡３芦 ５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５１０＋１０１：３６．１１� １０．２�
３６ � ノーフォークパイン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２＋ ６１：３６．３１� １７．３�

３５ � コスモジエラ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 柄崎 孝 三石 斉藤スタッド ４６０± ０１：３６．４クビ １７．７	
７１３� ミラクルハニー 牝３黒鹿５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４３０－ ８１：３６．５	 １４．２

１２ クロスホーリー 牡３栗 ５６ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４７６± ０１：３６．８１	 １４０．３�
４７ � ヒシブレーブ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ４４６－ ６ 〃 ハナ １４．８�
６１２ ヤマノミライ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海澤村 敏雄氏 加賀 武見 様似 北澤 正則 ４４２＋ ２１：３７．１２ ３５．６
５９ 
 ゴッデスフラワー 牝３鹿 ５４ 小林 淳一�田 幸三氏 城地 藤男 門別 外舘 万明 ４８６－ ７ 〃 クビ ３５８．７�

（岩手）

２３ � ライフプラン 牡３栗 ５６ 小野 次郎沖田 正憲氏 保田 一隆 門別 沖田牧場 ４７４＋ ２１：３７．２クビ １４１．０�
８１５
 マツリダワルツ 牝３栗 ５４ 南郷 家全�橋 文枝氏 城地 藤男 青森 ワールドフアーム ３９６－ ６１：３７．３� ２３３．５�

（岩手） （岩手）

６１１� ビーアデビル 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 保田 一隆 静内 大滝 康晴 ４３０－ ２１：３７．５１� １５４．５�
７１４� シアトルレイナ 牝３栗 ５４ 左海 誠二�木村牧場 石毛 善彦 門別 木村牧場 ４４８＋ ２１：３９．６大差 ３９５．８�

（船橋）

４８ � アイアムジュピター 牡３鹿 ５６ C．ルメール 堀 紘一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４７６± ０１：４０．６６ ９．６�
（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，４９２，４００円 複勝： ４０，３９２，８００円 枠連： ３９，４００，５００円

普通馬連： １５５，６４１，３００円 馬単： １３０，２６３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，７７１，５００円

３連複： １８１，７０９，５００円 ３連単： 発売なし 計： ６２１，６７１，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � ２９０円 � １２０円 枠 連（１－８） ３，６９０円

普通馬連 �� ３，５７０円 馬 単 �� ５，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� ２１０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１４９２４ 的中 � ７２１３１（２番人気）
複勝票数 計 ４０３９２８ 的中 � ８３８６１（２番人気）� ２３０８８（７番人気）� １２９２８０（１番人気）
枠連票数 計 ３９４００５ 的中 （１－８） ７８９８（１４番人気）
普通馬連票数 計１５５６４１３ 的中 �� ３２１９４（１５番人気）
馬単票数 計１３０２６３２ 的中 �� １８３８８（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２７７１５ 的中 �� ８４６８（１５番人気）�� ６６６９０（１番人気）�� ９７８４（１４番人気）
３連複票数 計１８１７０９５ 的中 ��� ５５６２３（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．６―４８．４―１：０１．２―１：１２．９―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アロマンシェス �
�
父 ザ カ リ ヤ �

�
母父 コマンダーインチーフ （１戦０勝 賞金 ０円）

２００４．３．１１生 牡３鹿 母 レパーティー 母母 パンドラスボックス ６戦１勝 賞金 １８，１７６，０００円
地方デビュー ２００６．５．２５ 札幌

〔制裁〕 シアトルレイナ号の騎手左海誠二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 アイアムジュピター号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお、同馬は「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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サニーケーティング号・センノダンサーズ号・タニノウィンザー号
※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。



０３０６８ ２月１１日 晴 良 （１９東京１）第６日 第８競走 ��２，１００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
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

２：０８．０
２：０５．９

良

良

６１２� ユメノシルシ 牡５黒鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４９８＋１４２：１３．５ １２．６�

４８ �� コスモアブソルート 牡５黒鹿５７ C．ルメール �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 八木農場 ４９６－ ２２：１３．７１� ２．４�
（仏）

１２ ラヴサンシャイン 牡５黒鹿５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 佐々木亜良 三石 谷山 和喜 ５１２－１０２：１４．１２� ４．３�
８１６� ダンシングクリス 牡４鹿 ５６

５５ ☆吉田 隼人森 保彦氏 秋山 雅一 静内 曾田農園 ４６２± ０２：１４．７３� ３．８�
３６ ラッキーショウリ 牡４栗 ５６ 柄崎 将寿聖心台牧場� 古賀 慎明 静内 聖心台牧場 B４７４± ０２：１４．９１� ４５．９�
７１３�� ロイバークラフト 牡４青 ５６ 武士沢友治村中 徳広氏 岩戸 孝樹 門別 高橋牧場 ４６６－ ４２：１５．１１ １７４．０�
２３ � マイネルコレドール 牡４鹿 ５６ 柴山 雄一 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木亜良 浦河 北俣 光浩 B５２８－ ４２：１５．２	 ２０８．６

７１４� ロックアウト 牡４芦 ５６ 勝浦 正樹池谷 誠一氏 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ５２４－ ２２：１５．４１
 ４７．３�
５１０ ボ ナ パ ル ト 牡５鹿 ５７ 村田 一誠吉田 勝己氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８８± ０２：１５．６１
 ５０．９�
８１５� ブレイブバニヤン 牡４鹿 ５６ 小野 次郎ディアレスト 秋山 雅一 門別 いとう牧場 ４７２－ ２２：１５．７クビ １２１．３
１１ �� ノボプレゼンス 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義	LS.M 西塚 安夫 門別 日高大洋牧場 ４６０＋ ４２：１５．８	 ７８．４�
２４ モンサラーシュ 牡４栗 ５６ 横山 典弘伊達 秀和氏 清水 利章 門別 サンシャイン

牧場 ４４４＋ ２２：１６．１１	 １７．６�
５９ � カ ン ペ キ 牡５栗 ５７ 福永 祐一中村 政勝氏 松永 勇 青森 明成牧場 ４９８＋ ４ 〃 クビ １１．０�
６１１ ウインアルディート �５鹿 ５７

５６ ☆津村 明秀	ウイン 国枝 栄 門別 高橋牧場 B４９８－ ６２：１６．２クビ １３２．６�
４７ � レオアライブ 牡５栗 ５７ 石橋 脩田中 博之氏 相沢 郁 門別 本間牧場 ５１２－ ２２：１６．７３ ２６７．３�
３５ ソーマサイト 牝４鹿 ５４ 小林 淳一 �キャロットファーム 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ５１０－ ４２：１７．９７ ６９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，９６１，１００円 複勝： ３９，２２６，７００円 枠連： ４０，７７８，５００円

普通馬連： １７０，９５１，４００円 馬単： １４０，６９１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，３３６，８００円

３連複： ２１０，６２２，４００円 ３連単： 発売なし 計： ６７８，５６８，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（４－６） １，１５０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� ３，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ７１０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３４９６１１ 的中 � ２１９７２（５番人気）
複勝票数 計 ３９２２６７ 的中 � ２７６５９（５番人気）� ９５８４９（１番人気）� ７０８４７（３番人気）
枠連票数 計 ４０７７８５ 的中 （４－６） ２６１８９（４番人気）
普通馬連票数 計１７０９５１４ 的中 �� １０３２１５（４番人気）
馬単票数 計１４０６９１１ 的中 �� ２９８６９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１３３６８ 的中 �� １８１０９（５番人気）�� １３５１９（８番人気）�� ３５２０３（３番人気）
３連複票数 計２１０６２２４ 的中 ��� ９００８３（３番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．９―１２．７―１２．８―１２．９―１３．１―１３．０―１２．７―１２．４―１２．２―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１９．１―３１．８―４４．６―５７．５―１：１０．６―１：２３．６―１：３６．３―１：４８．７―２：００．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ユメノシルシ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．１０．３１ 東京９着

２００２．２．２５生 牡５黒鹿 母 ユ メ シ バ イ 母母 ヨドセンリヨウ ２２戦３勝 賞金 ４０，５８０，０００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。
（非抽選馬） ３頭 オンワードウシワカ号・タマモステイタス号・ディレットーレ号
※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。



０３０６９ ２月１１日 晴 良 （１９東京１）第６日 第９競走 ��
��１，６００�カ ト レ ア 賞

発走１４時２５分 （ダート・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

６１２ ドミンゴシチー 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 静内 光丘牧場 B４８６－ ４１：３８．８ ２５．２�

３６ � ドリーミーペガサス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース松山 康久 米 Fontainebleau
Farm Inc. ５２０－１０１：３９．２２� ２．０�

２３ スクリーンヒーロー 牡３栗 ５６ 木幡 初広吉田 照哉氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４６０－１０１：３９．６２� ２５．２�
４７ � チャームウィーク 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一タマモ� 清水 英克 静内 前田牧場 ５０４± ０１：３９．９２ ２６．０�
２４ アクセルホッパー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥内藤 好江氏 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４６４＋ ４ 〃 ハナ ４．３�
１２ リンリンリン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘榮 義則氏 森 秀行 門別 三城牧場 ４６４－１４１：４０．１１	 １５．２	
５９ 
 レ ツ ィ ー ナ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 門別 谷川畜産 ４４６－ ４ 〃 クビ ２３．５

５１０�� フジエスギャラント 牡３黒鹿５６ 左海 誠二山口 正行氏 林 正人 平取 田村 秋雄 ４６８－ ３ 〃 ハナ ３４．３�

（船橋） （船橋）

３５ � アグネストップ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二渡辺 孝男氏 宮本 博 米 Douglas
Arnold ４７２－ ４１：４０．２クビ １６．８�

１１ � ムラマサノヨートー 牡３栗 ５６ 小林 淳一新井 孝治氏 内藤 一雄 浦河 岡本 昌市 ４７４－ ２１：４０．３� １１４．４
６１１� エーシンエフダンズ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一平井 宏承氏 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ４９２－ ４１：４０．５１ ７．４�
８１５ コアレスピューマ 牡３青鹿５６ 吉田 隼人小林 昌志氏 池上 昌弘 門別 �橋 耀代 ４５４－ ４１：４０．７１	 ５７．６�
４８ クールスーペリア �３黒鹿５６ 津村 明秀川上 哲司氏 坂本 勝美 三石 久井牧場 ４８８＋１２１：４１．３３� ４０５．０�
７１３� リバームーン 牡３黒鹿５６ 小野 次郎泉 俊二氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ ５００．４�
８１６ ラブストラック 牝３栗 ５４ 田中 勝春堀 紘一氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：４１．４� ３７．７�
７１４� ヤマノトレジャー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司山口 克己氏 本郷 一彦 穂別 佐久間 孝司 ４６４± ０１：４２．９９ ５８６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，５０９，０００円 複勝： ６０，１９１，２００円 枠連： ５５，８６４，９００円

普通馬連： ２３３，０３５，８００円 馬単： １６９，９７７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，１１３，３００円

３連複： １８４，３４６，０００円 ３連単： ４５８，７６５，２００円 計： １，２６６，８０２，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２，５２０円 複 勝 � ５３０円 � １４０円 � ５３０円 枠 連（３－６） ５６０円

普通馬連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ８，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ５，１９０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� １３，０２０円 ３ 連 単 ��� １０９，５００円

票 数

単勝票数 計 ４８５０９０ 的中 � １５２２８（７番人気）
複勝票数 計 ６０１９１２ 的中 � ２２６５８（１０番人気）� １８１５２７（１番人気）� ２２７７０（９番人気）
枠連票数 計 ５５８６４９ 的中 （３－６） ７４８２３（２番人気）
普通馬連票数 計２３３０３５８ 的中 �� ７１３３７（８番人気）
馬単票数 計１６９９７７０ 的中 �� １５３０９（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６１１３３ 的中 �� １４７１２（９番人気）�� ２５４４（５３番人気）�� １５６１３（６番人気）
３連複票数 計１８４３４６０ 的中 ��� １０４５１（４５番人気）
３連単票数 計４５８７６５２ 的中 ��� ３０９２（３２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．０―４７．７―１：０１．１―１：１３．９―１：２６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３７．７
３ １１，１２（６，１５）（３，７，９，１０，１６）（２，１，１３，１４）８－４，５ ４ １１（１２，１５，１０）６（７，９）（３，１６）（１，１３）（２，１４）４（８，５）

勝馬の
紹 介

ドミンゴシチー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１２．９ 中山２着

２００４．３．３生 牡３芦 母 レゼルドニケ 母母 スティビーパワー ３戦１勝 賞金 １３，２２０，０００円
［他本会外：１戦１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 タケデンヴィーナス号
※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。



０３０７０ ２月１１日 晴 良 （１９東京１）第６日 第１０競走 ��
��２，０００�

ち ょ う ふ

調 布 特 別
発走１５時００分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，１８．２．１１以降１９．２．４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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

７１１ コパノスイジン 牡５栗 ５４ 吉田 隼人小林 祥晃氏 上原 博之 浦河 成隆牧場 ４８２＋ ２２：００．７ ２５．３�

８１３� エイシンサリヴァン 牡５芦 ５６ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 米 Hermitage
Farm LLC B５００－ ４２：００．８� ４．３�

８１２� ユウタージャック 牡５鹿 ５４ 後藤 浩輝上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７８－ ２２：０１．５４ １５．９�
１１ マチカネゲンジ 牡４黒鹿５５ 北村 宏司細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４８６± ０２：０１．８２ ２．３�
６９ セイコーアカデミー 牡８黒鹿５６ 穂苅 寿彦竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４６４－ ２ 〃 ハナ ３０．５�
４４ マイネルエクセラン 牡５鹿 ５４ C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 静内 コスモビューファーム ４７０－ ４ 〃 ハナ ６．０�
（仏）

５７ ドクターグリム 牡５鹿 ５５ 津村 明秀松岡 悟氏 根本 康広 門別 庄野牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ２３．７	
４５ ヤマニンスプラウト 牝６鹿 ５２ 左海 誠二土井 肇氏 清水 利章 浦河 廣田 伉助 ４５６＋ ２２：０２．２２	 ３０．９


（船橋）

５６ 
 ラムタラプリンス 牡６鹿 ５５ 木幡 初広風間 栄輔氏 久保田貴士 静内 井高牧場 ４３８－ ２ 〃 ハナ ４０．５�
６８ 
 スギノベラージオ 牡４栗 ５３ 福永 祐一杉山 美惠氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４９０± ０ 〃 クビ １１．４�
３３ �� フジマサチャンプ 牡８栗 ５３ 蛯名 正義藤原 正一氏 佐々木亜良 門別 中川 浩典 ４５０＋ ６２：０２．３クビ ９４．１
２２ � ノボワールド 牡４黒鹿５２ 勝浦 正樹�LS.M 西塚 安夫 静内 キヨミネ牧場 B４３２－ ８２：０２．５１	 １１．６�
７１０�� テンエイゴールド �７栗 ５０ 江田 照男熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 新冠 早田牧場新

冠支場 ５１２＋２０２：０３．１３	 ９１．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４３，８７７，５００円 複勝： ５７，２２９，９００円 枠連： ６３，８１０，９００円

普通馬連： ２８６，４７５，１００円 馬単： １８１，８８１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，５６０，９００円

３連複： ２２２，１０６，５００円 ３連単： ５２５，８９４，６００円 計： １，４４０，８３６，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２，５３０円 複 勝 � ６１０円 � １７０円 � ４１０円 枠 連（７－８） ２，１００円

普通馬連 �� ３，４３０円 馬 単 �� ９，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ３，４７０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� １１，０９０円 ３ 連 単 ��� ７９，４２０円

票 数

単勝票数 計 ４３８７７５ 的中 � １３６７１（８番人気）
複勝票数 計 ５７２２９９ 的中 � ２０１５１（９番人気）� １２２８８９（２番人気）� ３２６５８（５番人気）
枠連票数 計 ６３８１０９ 的中 （７－８） ２２４８６（９番人気）
普通馬連票数 計２８６４７５１ 的中 �� ６１８０９（１５番人気）
馬単票数 計１８１８８１０ 的中 �� １４５８９（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９５６０９ 的中 �� １３０２９（１４番人気）�� ４０８３（４２番人気）�� １５０２１（１２番人気）
３連複票数 計２２２１０６５ 的中 ��� １４７９１（３８番人気）
３連単票数 計５２５８９４６ 的中 ��� ４８８７（２５５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１１．３―１１．８―１２．４―１２．３―１２．３―１１．３―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．６―３５．９―４７．７―１：００．１―１：１２．４―１：２４．７―１：３６．０―１：４７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０

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

勝馬の
紹 介

コパノスイジン �
�
父 トワイニング �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００４．７．１７ 函館６着

２００２．４．８生 牡５栗 母 ブ イ イ オ ン 母母 カ グ ヤ ヒ メ ３０戦４勝 賞金 ６１，４４３，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。



０３０７１ ２月１１日 晴 良 （１９東京１）第６日 第１１競走 ��
��３，４００�第５７回ダイヤモンドステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・左）

４歳以上，１８．２．１１以降１９．２．４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 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５６７，０００円 １６２，０００円 ８１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

３：３０．３
３：３０．３

良

良

１２ トウカイトリック 牡５鹿 ５７ C．ルメール 内村 正則氏 松元 省一 三石 土田 扶美子 ４３６－ ６３：３０．６ ２．９�
（仏）

７１３ エリモエクスパイア 牡４鹿 ５３ 横山 典弘山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ５００＋ ２ 〃 クビ １０．８�
３５ アドバンテージ 牡４鹿 ５２ 松岡 正海 �ノースヒルズマネ

ジメント 萩原 清 三石 土居 忠吉 ４８８－ ６３：３１．３４ ２５．０�
２４ � バ イ ロ イ ト �６鹿 ５６．５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 中竹 和也 仏 Mlle Gloria

Abbey ４５４－ ８３：３１．７２� ４．７�
２３ 	 ラヴァリージェニオ �８鹿 ５３ 左海 誠二村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 安達 洋生 ５０４± ０３：３１．９１� １７４．９�

（船橋）

５９ タ ー キ ー 牝４鹿 ４９ 江田 照男青山 洋一氏 田村 康仁 門別 下河辺牧場 ４２４＋ ４３：３２．０クビ １０．６�
４７ 
 チ ャ ク ラ 牡７栗 ５６ 後藤 浩輝田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４７４－１０３：３２．２１� １６．２	
６１１ グラスポジション 牡８鹿 ５４ 村田 一誠半沢� 尾形 充弘 門別 碧雲牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ６３．８

８１５
 リキサンポイント 牡４青鹿５２ 津村 明秀 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B５００－ ６ 〃 ハナ ６８．８�
１１ � セレスステーラー 牡４栗 ５１ 和田 竜二岡 浩二氏 宮本 博 新冠 武田 修一 ４３８－ ６ 〃 ハナ １４．５�
６１２
 チェストウイング 牡６黒鹿５５ 北村 宏司臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４４４± ０３：３２．３� １０．４
３６ ドリームパートナー �７鹿 ５４ 蛯名 正義臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４３：３２．４ １９．８�
８１６
 アドマイヤフジ 牡５黒鹿５７．５ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５２６－ ６３：３３．４６ ６．６�
７１４
 ブリットレーン 牡８黒鹿５２ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加賀 武見 浦河 昭和牧場 ４９２＋１２３：３３．７２ １８５．３�
４８ � デイフラッシュ 牡５鹿 ５２ 木幡 初広清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B５００－ ６３：３４．５５ １７５．０�

（１５頭）
５１０
 メジロコルセア 牡５鹿 ５１ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １２９，８１１，３００円 複勝： １６９，１４６，３００円 枠連： １６７，０８９，２００円

普通馬連： １，０８２，５１９，４００円 馬単： ６１１，７６０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１８，５３２，４００円

３連複： ９７３，９７５，９００円 ３連単： ２，１４２，５３７，７００円 計： ５，４９５，３７２，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ３００円 � ６３０円 枠 連（１－７） １，３８０円

普通馬連 �� １，７３０円 馬 単 �� ２，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� １，７４０円 �� ３，６５０円

３ 連 複 ��� ２０，７７０円 ３ 連 単 ��� １０２，０２０円

票 数

単勝票数 計１２９８１１３ 的中 � ３５３０７１（１番人気）
複勝票数 計１６９１４６３ 的中 � ４３０７５６（１番人気）� １３１６３３（５番人気）� ５３５６６（１０番人気）
枠連票数 計１６７０８９２ 的中 （１－７） ８９５０７（４番人気）
普通馬連票数 計１０８２５１９４ 的中 �� ４６３００６（５番人気）
馬単票数 計６１１７６０５ 的中 �� １５１３８６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１８５３２４ 的中 �� ８４０５８（４番人気）�� ３０５２９（２３番人気）�� １４１６０（４２番人気）
３連複票数 計９７３９７５９ 的中 ��� ３４６２３（６６番人気）
３連単票数 計２１４２５３７７ 的中 ��� １５５００（３３６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．０―１２．２―１２．６―１２．４―１２．６―１３．４―１３．０―１２．７―１２．７―１２．５―１２．９―１２．０―１１．１―１１．７
―１２．３

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�
１２．９―２４．５―３６．５―４８．７―１：０１．３―１：１３．７―１：２６．３―１：３９．７―１：５２．７―２：０５．４―２：１８．１―２：３０．６

２，６００� ２，８００� ３，０００� ３，２００�
―２：４３．５―２：５５．５―３：０６．６―３：１８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→」 上り４F４７．１―３F３５．１
１
�
１５－５－１３－１２－４－１，１６（３，１４）（２，６，７）８（９，１１）
１５，５（１３，１２）（３，４）１，１６（８，２，１４，７）（６，１１）９

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

勝馬の
紹 介

トウカイトリック �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００４．８．２２ 小倉１着

２００２．２．２６生 牡５鹿 母 ズ ー ナ ク ア 母母 Made in America ２１戦５勝 賞金 ２０３，２９１，０００円
〔出走取消〕 メジロコルセア号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 コスモプロデュース号・ハイフレンドトライ号・メジロトンキニーズ号
※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。



０３０７２ ２月１１日 晴 良 （１９東京１）第６日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （ダート・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

２４ � サンマルセイコー 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４６０± ０１：３９．３ １０３．３�

８１５� クレヨンルージュ 牝４黒鹿５５ 北村 宏司齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４８８－１０ 〃 クビ ４．９�
５１０ ミネルバサウンド 牝４鹿 ５５ 横山 典弘�ターフ・スポート松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ４６２－ ４１：３９．４クビ ２８．９�
５９ リメンバードリーム 牝５青 ５５ 木幡 初広 �社台レースホース矢野 進 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：３９．５� １６．４�
３５ メジロバーミューズ 牝５鹿 ５５ 福永 祐一�メジロ牧場 菊川 正達 伊達 メジロ牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ ６．５�
７１４ リッチスマイル 牝６鹿 ５５ 村田 一誠東洋パース� 本間 忍 門別 日西牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ３６．５	
４７ パリサンジェルマン 牝４栗 ５５ 松岡 正海渡邊 隆氏 手塚 貴久 浦河 三好牧場 ４６６－ ６１：３９．６� ５５．１

１２ シュウザンアイ 牝５栗 ５５ 左海 誠二平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４５４＋ ４１：３９．８１� ２２．０�

（船橋）

２３ ハニーハント 牝６栗 ５５
５２ ▲的場 勇人 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４３２± ０ 〃 ハナ ３７．７�

６１２ チャームダンス 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝タマモ� 伊藤 圭三 静内 前田牧場 ４６４＋ ４１：４０．１１� ５．４
１１ モンヴェール 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義吉田 勝己氏 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ６ 〃 アタマ ２．４�
７１３	 エプソムメサイア 牝４鹿 ５５ 江田 照男 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ２１：４０．３１� １０３．０�
８１６	 アドマイヤダンサー 牝６青鹿５５ 田中 勝春近藤 利一氏 小島 太 早来 ノーザンファーム B４７８＋ ２ 〃 アタマ ２９．０�
６１１ ライオネスドリーム 牝５鹿 ５５ 石橋 脩藤田与志男氏 萱野 浩二 浦河 荻伏服部牧場 ４５０＋ ８１：４０．５１� ９８．３�
４８ モリトヴィーナス 牝６栗 ５５ 小林 淳一石橋 忠之氏 後藤 由之 三石 広田牧場 ４４４－ ４１：４０．６クビ ６５．２�
３６ � ケイアイステルス 牝８黒鹿５５ 和田 竜二亀田 守弘氏 南田美知雄 静内 佐竹 哲 B４７６＋１２１：４０．８１� １２４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，１１３，８００円 複勝： ６１，６０８，０００円 枠連： ７２，３２０，２００円

普通馬連： ３０８，９１５，０００円 馬単： １９６，２００，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６５，６６９，８００円

３連複： ２４５，６９１，９００円 ３連単： ５７５，８６０，４００円 計： １，５７６，３７９，１００円

払 戻 金

単 勝 � １０，３３０円 複 勝 � １，９００円 � ２３０円 � ７３０円 枠 連（２－８） ６，１６０円

普通馬連 �� ３５，２５０円 馬 単 �� ９９，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，４５０円 �� ２０，１１０円 �� ２，４２０円

３ 連 複 ��� ２２４，４１０円 ３ 連 単 ��� １，５５６，７３０円

票 数

単勝票数 計 ５０１１３８ 的中 � ３８２４（１５番人気）
複勝票数 計 ６１６０８０ 的中 � ７２８４（１４番人気）� ８９４９８（２番人気）� ２０４１４（７番人気）
枠連票数 計 ７２３２０２ 的中 （２－８） ８６６６（２１番人気）
普通馬連票数 計３０８９１５０ 的中 �� ６４６９（６３番人気）
馬単票数 計１９６２０００ 的中 �� １４５８（１４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５６６９８ 的中 �� １９０２（６４番人気）�� ７９５（１０１番人気）�� ６８０５（２４番人気）
３連複票数 計２４５６９１９ 的中 ��� ８０８（３１５番人気）
３連単票数 計５７５８６０４ 的中 ��� ２７３（１９２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３６．５―４９．１―１：０１．８―１：１４．０―１：２６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サンマルセイコー �
�
父 ビワタケヒデ �

�
母父 ア ス ワ ン デビュー ２００５．１１．１３ 福島１３着

２００３．４．２１生 牝４黒鹿 母 ワンセイコー 母母 ワカセイコー １５戦３勝 賞金 ２５，２００，０００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。
（非当選馬） ４頭 ゴールドオアシス号・ダイワオンディーヌ号・ポライトストーン号・ヤマニントゥドロワ号
※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。



（１９東京１）第６日 ２月１１日 （祝日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８５頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
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

２３６，８７０，０００円
４，２００，０００円
２２，４００，０００円
１，１９０，０００円
１，８８０，０００円
２５，１１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，０８６，０００円
５，０６５，０００円
１，８６８，５００円

勝馬投票券売得金
４８８，７６３，５００円
６０９，１９３，５００円
６２５，３１５，７００円
２，８６１，９３１，３００円
２，０１０，５４５，４００円
６４８，４７８，８００円
２，８０２，７６６，６００円
３，７０３，０５７，９００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 １３，７５０，０５２，７００円

総入場人員 ４８，６５２名 （有料入場人員 ４７，６３０名）




