
０３０３７ ２月１１日 晴 不良 （２０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）

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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

４８ デ ス ロ ー ル 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 嶋田 功 門別 門別 正 ４６８＋ ２１：２５．２ ８．８�

６１２ バ イ ヨ ン 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４４２－ ８１：２５．４１� ２．２�
１２ シルクファラオ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ５２６＋２６１：２５．８２� １７．４�
１１ ヴァンリュミエール 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司 �エヌ・アール・ユー 郷原 洋行 門別 シンコーファーム ４５２－ ６ 〃 アタマ ２３．４�
８１６ ストロングマリオン 牡３黒鹿５６ 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 B４６６＋１６１：２６．１１� １８．７�
２３ エプソムスティーヴ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 中野 栄治 新冠 アラキフアーム ４８０－ ４１：２６．８４ １２０．６	
４７ ペプチドラヴ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆田中 博康沼川 一彦氏 岩戸 孝樹 様似 林 時春 ４５４± ０１：２６．９クビ ５．２

５１０ エフティメガミ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥吉野 英子氏 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４７０± ０ 〃 クビ １７．９�
２４ ワンパクオウ 牡３鹿 ５６ 田中 剛志賀加代子氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８０＋２６１：２７．０� １１０．５�
５９ キャスタスペルミー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �キャロットファーム 戸田 博文 三石 片山 修 ４５４－ ２１：２７．３１� １３．２
３６ タイキビッグバン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�大樹ファーム 土田 稔 大樹 大樹ファーム ４９６－ ４１：２７．７２� ７．７�
７１４ トラブルメーカー 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次��昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４９８－１０ 〃 ハナ １６８．７�
７１３ ボ ー ダ ー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人西森 鶴氏 高木 登 門別 本間牧場 ４７４＋ ２１：２７．８� ３０．８�
８１５ ス タ ル カ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 新冠 競優牧場 ５００－ ２１：２８．０１� ６７．０�
６１１ ホリノティアラ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治堀川 義雄氏 菅原 泰夫 静内 光丘牧場 ４５８－ ６１：２８．３２ １０５．１�
３５ グランドスカイハイ 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人�グランド牧場 小林 常泰 静内 グランド牧場 ４５４－ ２１：２８．５１� １３４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９３４，０００円 複勝： ３５，６２８，１００円 枠連： ２７，３２６，８００円

普通馬連： ９０，９０２，４００円 馬単： ７９，３７３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１０３，１００円

３連複： １２４，６６６，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４０９，９３４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � ４００円 枠 連（４－６） ３８０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� ２，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １，９４０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ５，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３９３４０ 的中 � ２１５９２（４番人気）
複勝票数 計 ３５６２８１ 的中 � ４０１７０（３番人気）� １０７４７２（１番人気）� １６６５１（８番人気）
枠連票数 計 ２７３２６８ 的中 （４－６） ５３８２２（１番人気）
普通馬連票数 計 ９０９０２４ 的中 �� ６９１１８（３番人気）
馬単票数 計 ７９３７３４ 的中 �� ２１３１５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１０３１ 的中 �� １７５９５（２番人気）�� ３２９８（２６番人気）�� １０６６４（５番人気）
３連複票数 計１２４６６６８ 的中 ��� １８０７４（１６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．６―１２．４―１３．０―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．８―４７．２―１：００．２―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ ス ロ ー ル �
�
父 ア サ テ ィ ス �

�
母父 カリスタグローリ デビュー ２００７．１０．２１ 東京５着

２００５．４．７生 牡３鹿 母 ダイヤモンドダスト 母母 グ レ ー シ ア ４戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 エイトシード号・キクノサリーレ号・シャンディガフ号・タカミツベガ号



０３０３８ ２月１１日 晴 不良 （２０東京１）第４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）

牝，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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

６１２ マルチメトリック 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 奥平 雅士 三石 鳥井牧場 ４６８ ―１：２５．２ ５．６�

５９ ウインペガサス 牝３鹿 ５４ 小林 淳一�小林牧場 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４６０ ―１：２５．７３ １９．９�
４７ スカーレットダイヤ 牝３青鹿５４ 蛯名 正義芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 ４２４ ―１：２６．１２� ３．２�
４８ アペレジーナ 牝３栃栗５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 三石 追分ファーム ４３８ ―１：２６．６３ ５．０�
１２ ショウナンバロール 牝３栗 ５４ 横山 典弘国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 静内 静内フアーム ４３０ ―１：２６．７� ５．５�
５１０ エビアンビューティ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 静内 岡田 猛 ４９０ ―１：２７．２３ １６１．５�
３５ グランドグラッパ 牝３栗 ５４ 田中 勝春�グランド牧場 手塚 貴久 静内 グランド牧場 ４４２ ―１：２７．７３ １３．３	
２４ フジスイート 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４４０ ―１：２８．０１� １００．９

８１６ リュートフルシティ 牝３青鹿５４ 安藤 勝己齊藤四方司氏 堀 宣行 追分 追分ファーム ４４６ ― 〃 クビ １１．１�
２３ バレリーナシチー 牝３青鹿５４ 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 門別 富川田中牧場 ３９０ ―１：２８．２１� ３７．８

（大井）

８１５ ダイメイクロフネ 牝３芦 ５４ 村田 一誠宮本 孝一氏 本間 忍 青森 明成牧場 ４６２ ― 〃 クビ ３１．１�
６１１ キョウエイドルチェ 牝３鹿 ５４ 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 静内 桜井牧場 ４４８ ― 〃 アタマ ９７．９�
７１４ メイクサーチ 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 原口牧場 ４２２ ―１：２９．１５ ２３８．８�
３６ タイキトライアンフ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣�大樹ファーム 戸田 博文 新冠 パカパカ

ファーム ４３０ ―１：２９．６３ １４．５�
７１３ ケイツーシーガル 牝３栗 ５４ 田面木博公楠本 勝美氏 保田 一隆 新冠 石田牧場 ４７４ ―１：３０．１３ ６９．５�

（１５頭）
１１ ジュエリータイム 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司佐藤 守宏氏 内藤 一雄 三石 三石橋本牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２０，６３０，８００円 複勝： ２３，４６７，１００円 枠連： ２８，７４３，９００円

普通馬連： ７９，９０３，１００円 馬単： ７４，４２２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８４３，４００円

３連複： １０９，８４５，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３５９，８５６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １９０円 � ４２０円 � １５０円 枠 連（５－６） ４，３２０円

普通馬連 �� ４，７４０円 馬 単 �� ８，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� ４４０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ５，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０６３０８ 的中 � ２９３０４（４番人気）
複勝票数 計 ２３４６７１ 的中 � ３５３８１（２番人気）� １１２２５（８番人気）� ５０２２７（１番人気）
枠連票数 計 ２８７４３９ 的中 （５－６） ４９１８（１６番人気）
普通馬連票数 計 ７９９０３１ 的中 �� １２４５６（２２番人気）
馬単票数 計 ７４４２２６ 的中 �� ６２３２（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８４３４ 的中 �� ４１７６（２１番人気）�� １３９５９（３番人気）�� ４８１５（１７番人気）
３連複票数 計１０９８４５４ 的中 ��� １４１６０（２２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．９―１２．４―１２．３―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３５．２―４７．６―５９．９―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルチメトリック �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 オペラハウス 初出走

２００５．３．６生 牝３鹿 母 ロングオペラ 母母 ノーザンミンクス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 ジュエリータイム号は，疾病〔右寛跛行〕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２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２２頭 アルファエミネント号・エリーチェ号・エンジョーイ号・オンニノアール号・キタサンフシチョウ号・

グランドギフト号・グレースドットコム号・ゴールデンドーター号・ショウナンマライア号・チーフヴァージニア号・
ノボディオン号・バトルヴィクトリア号・バードダムール号・ヒロコ号・ブルージュ号・ホウライオーヒ号・
ポポコ号・マスヒミコ号・マルターズアディラ号・ヨイチウェスト号・ライジングショット号・レイコガンベロ号

※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。



０３０３９ ２月１１日 晴 不良 （２０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）

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

３５ ユ ビ キ タ ス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 三石 村上牧場 ５５０± ０１：３７．０ １．３�

４６ � セピアエスプレッソ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二藤田与志男氏 斎藤 誠 米 Yoshio Fujita ４４８－ ６１：３８．２７ ４．８�
１１ エミネムシチー 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４５０－ ２１：３８．４１� ２２．５�
７１２ パッサージュ 牡３黒鹿５６ 江田 照男染谷 幸雄氏 中川 公成 新冠 駒沢 明憲 ４２２－１４１：３９．４６ ９８．６�
２２ ツルギライジング 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司中野 利道氏 郷原 洋行 苫小牧 藤沢 武雄 ５０６± ０１：４０．０３� ３０２．４�
５８ コスモタクミ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人岡田 繁幸氏 秋山 雅一 門別 白井牧場 ４９４＋ ６ 〃 クビ １６．９�
３４ ハイブリッドスター 牡３鹿 ５６ 小林 淳一杉山 忠国氏 尾形 充弘 追分 追分ファーム ４４６－１２１：４０．４２� ９２．３	
５９ セイユウフォーユー 牡３栗 ５６ 田中 剛佐久間崇之氏 矢野 照正 門別 国中 一男 ４６６＋ ２１：４０．７１� ２５９．７

７１３ ジェイケイローレル 牝３栃栗 ５４

５１ ▲佐藤 聖也小谷野次郎氏 二本柳俊一 静内 藤川フアーム ４８６＋１４ 〃 クビ ４２．２�
４７ クニサキミノル 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一國島 周夫氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 ４７４± ０１：４０．９１� ２３２．８�
８１５ マイネルアンジェロ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 静内 荒谷 英俊 ５３０± ０１：４１．６４ ３５．７
６１１ ワンダーバラ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀山本 信行氏 加賀 武見 浦河 佐々木 恵一 ４４８＋１３１：４１．９１� ３５１．６�
２３ � グレイスフルソング 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康広尾レース� 国枝 栄 愛 NT Blood-
stock ４３２－１０１：４２．１１� ３２．５�

６１０ ムービングシチー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 静内 出羽牧場 ４８０＋３２１：４３．２７ ５４．９�

（１４頭）
８１４ スカイラプター 牡３鹿 ５６ 石橋 脩吉田 昭一氏 鈴木 勝美 浦河 木村牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２７，９７０，９００円 複勝： ５６，４９５，１００円 枠連： ２６，７５３，９００円

普通馬連： ９３，３２１，３００円 馬単： １２６，４６９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，８９９，４００円

３連複： １４９，０２１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５１０，９３１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � ２４０円 枠 連（３－４） １７０円

普通馬連 �� １７０円 馬 単 �� ２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ２９０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ６００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７９７０９ 的中 � １８０４４３（１番人気）
複勝票数 計 ５６４９５１ 的中 � ３９５８５２（１番人気）� ７５３６６（２番人気）� １７７７８（３番人気）
枠連票数 計 ２６７５３９ 的中 （３－４） １１９３５６（１番人気）
普通馬連票数 計 ９３３２１３ 的中 �� ４１７１１８（１番人気）
馬単票数 計１２６４６９５ 的中 �� ４３５５８５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０８９９４ 的中 �� １０３１６１（１番人気）�� ２０２５０（２番人気）�� １１２４１（６番人気）
３連複票数 計１４９０２１１ 的中 ��� １８６１９６（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．６―１２．３―１２．７―１２．５―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．５―３５．１―４７．４―１：００．１―１：１２．６―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユ ビ キ タ ス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２００８．１．２６ 京都２着

２００５．３．１９生 牡３鹿 母 パローニアクレスト 母母 ハツピーガーランド ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔出走取消〕 スカイラプター号は，疾病〔左前裂蹄〕のため出走取消。
〔その他〕 グレイスフルソング号は，発走後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムービングシチー号は，平成２０年４月１１日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ローリエファイバー号（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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 コスモスター号・ストロングジャック号



０３０４０ ２月１１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）不良（２０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

５８ ラドランデンジャー 牡６黒鹿６０ 横山 義行村中 徳広氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ５０６＋１０３：２０．０ ７．４�

２２ � ヒ シ バ ト ル �６鹿 ６０ 山本 康志阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 浦河 中村 敏明 ４６０＋ ２３：２０．７４ １１．９�
６１０ オープンガーデン 牡４鹿 ５９ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４８２＋ ２ 〃 クビ １１．３�
３３ � スリーエリシオ 牡７鹿 ６０ 佐久間寛志永井商事� 武 宏平 門別 本間牧場 ４９０－ ４３：２１．５５ １６．０�
４６ ハ イ タ イ ド 牡６青鹿６０ 北沢 伸也林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４８６－ ６３：２２．０３ ５．５�
１１ ユウタービスケット 牡４芦 ５９ 水出 大介上山 利広氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４７４＋１０３：２２．２１� ７０．６�
６９ スガノロイヤル 牝４鹿 ５７ 平沢 健治菅原光太郎氏 笹倉 武久 三石 田上 稔 ４４８－１０３：２２．８３� ２０４．９	
４５ プラチナブラック 牡４青鹿５９ 柴田 大知松平 正樹氏 高松 邦男 門別 山際 辰夫 ４３２＋ ２３：２２．９クビ １３８．８

３４ ワイズタイクーン 牡６鹿 ６０ 穂苅 寿彦井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５４０＋１８３：２３．５３� ３７．７�
７１１ シェイクマイハート �８芦 ６０ 宗像 徹 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４７０＋ ４ 〃 クビ １．９
７１２� フサイチオーパス 牡４芦 ５９ 今村 康成関口 房朗氏 小崎 憲 米 Fusao

Sekiguchi ４７０－ ２３：２４．９９ ２９．５�
５７ � セイウンバンチョー �７黒鹿６０ 林 満明大宮国際 中竹 和也 静内 タイヘイ牧場 ５３０＋ ２３：２５．１１ １０１．６�
８１３� セレナドリーム �５青鹿６０ 五十嵐雄祐島川 利子氏 菅原 泰夫 三石 田中 春美 ４５２± ０３：２９．７大差 １２０．８�
８１４ レオスターライト 牡７鹿 ６０ 田中 剛�レオ 岩戸 孝樹 静内 藤沢牧場 ４６８＋ ８ （競走中止） １４．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，８９８，９００円 複勝： ２３，４６６，４００円 枠連： ２１，６７５，４００円

普通馬連： ７２，３１２，４００円 馬単： ７７，６５９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５７９，３００円

３連複： １１６，６６１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３５２，２５２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ３５０円 � ３３０円 � ３４０円 枠 連（２－５） ３，４６０円

普通馬連 �� ４，０５０円 馬 単 �� ７，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� １，２３０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ９，０１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８８９８９ 的中 � ２０３７２（３番人気）
複勝票数 計 ２３４６６４ 的中 � １７９６３（５番人気）� １９４３５（３番人気）� １８３０５（４番人気）
枠連票数 計 ２１６７５４ 的中 （２－５） ４６２５（１５番人気）
普通馬連票数 計 ７２３１２４ 的中 �� １３１９４（１６番人気）
馬単票数 計 ７７６５９０ 的中 �� ７５９１（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５７９３ 的中 �� ４６５４（１２番人気）�� ４３１５（１５番人気）�� ４６０９（１３番人気）
３連複票数 計１１６６６１１ 的中 ��� ９５６２（３０番人気）

上り １マイル １：４６．２ ４F ５２．０－３F ３８．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラドランデンジャー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２００４．１２．１１ 中山３着

２００２．３．１５生 牡６黒鹿 母 デコレイション 母母 カランドララーク 障害：３戦１勝 賞金 １２，７５０，０００円
〔騎手変更〕 フサイチオーパス号の騎手西谷誠は，病気のため今村康成に変更。
〔競走中止〕 レオスターライト号は，４号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クニノヤマト号・ロゼッタ号
（非抽選馬） ５頭 サンデーレオン号・ジェネラスボーイ号・シルクカリバーン号・シルクリベラル号・マイネルデネブ号



０３０４１ ２月１１日 晴 良 （２０東京１）第４日 第５競走 ��１，６００�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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１１ ラドクリフヤード 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４３２± ０１：３６．４ ６．０�

５９ ビービーモデナ 牝３芦 ５４ 村田 一誠�坂東牧場 土田 稔 門別 鹿戸 美明 ４５８－ ２ 〃 ハナ ５１．３�
２４ リーサムクラウン 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣平田友里恵氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ４８０－ ８ 〃 クビ １．７�
７１４ マイネベクルックス 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４３０＋ ６１：３６．６１� ７．２�
４８ ゴ ス ラ ー 牡３黒鹿５６ 石橋 脩伊達 敏明氏 柴田 政人 門別 サンシャイン

牧場 ５２２＋２８１：３６．７� １５．３�
６１２ シャフツレディ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５００－ ４ 〃 クビ ２８．６	
７１３ ゴールドヘラクレス 牡３栗 ５６ 蛯名 正義居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ４９２± ０１：３６．８クビ １８．０

４７ スズヨコジーン 牡３芦 ５６ 吉田 豊鈴木与四郎氏 根本 康広 浦河 丸村村下

ファーム ４５８＋ ２１：３６．９� １９．８�
５１０ ケージーハッピー 牝３青鹿５４ 伊藤 直人川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 ４８２－ ２１：３７．０クビ １０７．９�
８１６ オースミビーナス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�オースミ 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４５８＋ ８１：３７．３１� ８１．７
１２ サマーアクトレス 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 富本 茂喜 ４５２－１０１：３７．６１� ２６．６�
２３ クリノポップコーン 牝３黒鹿５４ 小林 淳一栗本 博晴氏 本間 忍 浦河 駿河牧場 ４００± ０ 〃 クビ ２４７．９�
３６ ベストチョイス 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太中村 祐子氏 菊川 正達 新冠 新冠橋本牧場 ４４０± ０１：３７．８１� ８４．２�

（大井）

３５ カネコメリーダー 牡３鹿 ５６
５５ ☆田中 博康�岡 義雄氏 武市 康男 門別 ファーミングヤナキタ ４４４－１４ 〃 ハナ １１５．４�

１１ マイネテオリア 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 柄崎 孝 穂別 真壁 信一 ４６４＋１０１：３８．０１� ８６．９�

８１５ トラストジェニオ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春菅波 雅巳氏 河野 通文 三石 鳥井牧場 ４３８－ ６ 〃 ハナ ２８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，３６３，５００円 複勝： ４４，７３７，０００円 枠連： ３４，５６０，４００円

普通馬連： １１３，９２５，５００円 馬単： １１５，１２９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，５４６，９００円

３連複： １６０，１２２，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５２９，３８５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １６０円 � ６７０円 � １１０円 枠 連（５－６） ６，０６０円

普通馬連 �� １３，２００円 馬 単 �� ２６，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５７０円 �� ２２０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ６，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７３６３５ 的中 � ３６５３６（２番人気）
複勝票数 計 ４４７３７０ 的中 � ６２０７４（２番人気）� ８１６４（１０番人気）� ２０９７４８（１番人気）
枠連票数 計 ３４５６０４ 的中 （５－６） ４２１２（１９番人気）
普通馬連票数 計１１３９２５５ 的中 �� ６３７１（２９番人気）
馬単票数 計１１５１２９８ 的中 �� ３２１８（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３５４６９ 的中 �� ２７４２（２８番人気）�� ４７９８９（１番人気）�� ６５７９（１２番人気）
３連複票数 計１６０１２２６ 的中 ��� １９６１０（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．７―４８．１―１：００．７―１：１２．５―１：２４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラドクリフヤード �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 Gulch デビュー ２００７．１１．１７ 東京４着

２００５．２．１１生 牝３鹿 母 メモリーズオブユー 母母 Saddlers Gal ４戦１勝 賞金 ８，１５０，０００円
〔制裁〕 ラドクリフヤード号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 トキノプリンセス号
※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。



０３０４２ ２月１１日 晴 良 （２０東京１）第４日 第６競走 ��２，０００�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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

５８ ティアップドラゴン 牡３栗 ５６
５５ ☆田中 博康田中 昇氏 奥平 雅士 静内 岡田スタツド ５００ ―２：０６．０ ５．４�

３３ ステイウィズユー 牝３青鹿５４ 柴山 雄一吉田 和子氏 堀 宣行 浦河 桑田 正己 ４２８ ―２：０６．１� ５．６�
５７ ステラポラリス 牡３栗 ５６ 蛯名 正義山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 三石 山際牧場 ５３８ ―２：０６．２� ７．４�
８１４ ソアヴェクラシコ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人石橋 忠之氏 後藤 由之 門別 瀬戸牧場 ４３２ ―２：０６．５１� １５．６�
１１ ザ ソ ウ ル 牡３栗 ５６ 吉田 豊�谷川牧場 平井 雄二 浦河 本巣 一敏 ５１８ ―２：０６．６� ２５．２�
４５ サクラデイブレイク 牡３黒鹿５６ 田中 勝春�さくらコマース小島 太 静内 谷岡牧場 ５３２ ―２：０６．９１� ２．６	
２２ マジックロード 牡３栗 ５６ 津村 明秀鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４８０ ― 〃 ハナ ４４．５

６９ アンバーデコ 牡３鹿 ５６ 山本 康志大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 酒井 源市 ５０２ ― 〃 ハナ １１１．４�
８１３ エテルノロワイヤル 牝３鹿 ５４ 小林 淳一 �ユートピア牧場 土田 稔 静内 佐竹 学 ４３８ ―２：０７．０� ３２．５�
６１０ リバーチャーム 牝３鹿 ５４ 石橋 脩泉 俊二氏 柴田 政人 厚真 大川牧場 ４９６ ― 〃 クビ ７０．７
４６ ヒカルマティーニ �３黒鹿５６ 勝浦 正樹高橋 光氏 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４５４ ―２：０７．１� ４１．１�
７１１ ニ ュ ウ コ ン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治北所 直人氏 保田 一隆 静内 見上牧場 ５１２ ―２：０７．２� ４９．９�
７１２ トーセンインプレス 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 ５０８ ―２：０７．７３ ７．５�
３４ シルクロザリオ 牝３栗 ５４

５３ ☆大野 拓弥有限会社シルク大和田 稔 三石 ヒサイファーム ４８０ ―２：０８．１２� ６１．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，３４４，８００円 複勝： ２８，０５９，６００円 枠連： ３２，５３９，４００円

普通馬連： ９０，５２９，２００円 馬単： ８９，９４１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５５１，２００円

３連複： １１８，８６５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４０６，８３０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２１０円 � １９０円 � ２３０円 枠 連（３－５） ９３０円

普通馬連 �� １，６５０円 馬 単 �� ３，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ６８０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ３，５６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２３４４８ 的中 � ３２８８０（２番人気）
複勝票数 計 ２８０５９６ 的中 � ３５１７４（３番人気）� ４１８６６（２番人気）� ３１４００（５番人気）
枠連票数 計 ３２５３９４ 的中 （３－５） ２６０２２（３番人気）
普通馬連票数 計 ９０５２９２ 的中 �� ４０６９５（５番人気）
馬単票数 計 ８９９４１２ 的中 �� ２００７３（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５５１２ 的中 �� １１２１３（５番人気）�� ８８６１（７番人気）�� ７８３７（８番人気）
３連複票数 計１１８８６５０ 的中 ��� ２４６６０（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２５．７―３８．８―５１．９―１：０５．３―１：１８．６―１：３１．２―１：４２．７―１：５４．０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ティアップドラゴン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ヤマニンスキー 初出走

２００５．３．１６生 牡３栗 母 ザラストドロップ 母母 カーペディエム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ステイウィズユー号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。
※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 ウエスタンゴッド号・ウォルトンブッチ号・カネスラーナ号・ギュイエンヌ号・キラーカン号・

クリスタルウイング号・サクセスアーチ号・シンセサイザー号・ツヨガリ号・テツキチダイオー号・
ハッピータイムズ号・ビッグスワン号・マッカラン号・リアルハヤテ号



０３０４３ ２月１１日 晴 不良 （２０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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

５１０ セッカチセージ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春松田 整二氏 畠山 吉宏 門別 野島牧場 ５４２＋ ２１：２３．４ ８．３�

６１２ アバレダイコ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５２６＋ ６１：２４．３５ ３．２�
４７ アポロラムセス 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４８６－ ４１：２４．４クビ ４．７�
７１４ ナンヨーリバー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣中村 �也氏 池上 昌弘 浦河 三好牧場 B４９６＋ ２１：２４．８２� １１．５�
６１１ エイシンキャップ 牡３栗 ５６ 津村 明秀平井 豊光氏 藤岡 健一 えりも 上島牧場 ４９２－１６１：２４．９クビ ３７．５�
３６ ステディーラブ 牡３芦 ５６

５５ ☆田中 博康臼田 浩義氏 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５２６－１２１：２５．０� １９．８�
８１６ ライムライトシチー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 成島 英春 新冠 芳住 革二 ４７０－ ４１：２５．５３ ６７．３	
２３ � エイワイエヤス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘永井公太郎氏 松山 康久 米 Aron Yagoda &

David Bechtol ４７２－ ４１：２５．７１	 ２０．０

５９ ステルスワン 牡３鹿 ５６ 江田 照男長谷川光司氏 堀井 雅広 静内（有）石川牧場 ４７６＋ ２１：２６．１２� ３８．１�
４８ 
 カムアラウンド 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太備前島敏子氏 松浦 備 早来 ノーザンファーム ４１２－ ３ 〃 ハナ １４７．４�

（大井） （大井）

１２ ジョウショーアロー 牡３鹿 ５６ 村田 一誠熊田 義孝氏 嶋田 潤 静内 野坂牧場 ４８０－ ８ 〃 アタマ ３１．６
２４ � クリスタルロバリー 牡３黒鹿５６ 穂苅 寿彦山上 和良氏 和田 正道 浦河 野村 正 ４７６± ０１：２６．２� １３７．１�
１１ � ギンザナイト 牡３栗 ５６ 藤田 伸二齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane

Farms, Inc. ４８６－ ４１：２６．３� ４．０�
８１５� アルペンリリー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 石毛 善彦 門別 白井牧場 ４３０± ０１：２７．４７ ３５０．６�
７１３� シャススプリーン 牡３栗 ５６ 吉田 豊前田 幸治氏 和田 正道 米 Stonestreet

Mares LLC. ４７４＋１２ 〃 ハナ ６２．３�
３５ � ラピッドガール 牝３鹿 ５４ 北村 宏司柳井 正氏 清水 利章 米 River

Bend Farm ４５６－ ８１：２７．５� ２２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，２９８，４００円 複勝： ４５，２２６，５００円 枠連： ３５，８１４，８００円

普通馬連： １４６，３４４，４００円 馬単： １２５，６８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，１８９，２００円

３連複： １８９，１３３，６００円 ３連単： 発売なし 計： ６１２，６８７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２２０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（５－６） １，０８０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� ３，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ６５０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０２９８４ 的中 � ２８８８９（４番人気）
複勝票数 計 ４５２２６５ 的中 � ４３７５２（４番人気）� １０３１５５（１番人気）� ８０２２４（３番人気）
枠連票数 計 ３５８１４８ 的中 （５－６） ２４４８８（４番人気）
普通馬連票数 計１４６３４４４ 的中 �� ７７８４１（４番人気）
馬単票数 計１２５６８０７ 的中 �� ２７５０４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０１８９２ 的中 �� １７１００（４番人気）�� １４１０７（５番人気）�� ４０９０４（２番人気）
３連複票数 計１８９１３３６ 的中 ��� ７２６７９（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３４．８―４６．７―５９．０―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セッカチセージ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００７．１１．２４ 東京３着

２００５．４．５生 牡３鹿 母 ルナソルウィンク 母母 ワコーチカコ ４戦２勝 賞金 １３，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 アイオロスシチー号・クレムリンエッグ号・サムシングワイルド号・シュウボンバー号・シンワラヴ号・

ハイエモーション号・ハピネスフォーユー号・マジックモーメント号
※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。



０３０４４ ２月１１日 晴 不良 （２０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）

５００万円以下；負担重量は，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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１１ バ リ オ ン 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４５４－ ２１：１７．８ １７．７�

７１３ アップグレーデッド 牡４芦 ５７ O．ペリエ �大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ
ファーム ４７８± ０１：１７．９� ４．８�

（仏）

７１４� アグネスポライト 牡４鹿 ５７ 横山 典弘渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Paul H. Busby &
Cynthia Busby ５０２＋ ８１：１８．０	 ５．０�

５１０ セイコースペシャル 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４９６± ０１：１８．１クビ ７．３�
３６ テイエムゲンキボ 牡４黒鹿５７ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ５１６＋１０ 〃 アタマ ４７．６�
８１６� ミルククラウン 牝５栗 ５５ 安藤 勝己吉田 千津氏 加藤 征弘 米 Robert

Schaedle B５３０＋１２ 〃 クビ １２．７�
３５ ロイヤルクリーク 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人後藤 繁樹氏 秋山 雅一 浦河 中村 雅明 B４９８± ０ 〃 ハナ ４１．９	
６１１ フジファレノプシス 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４６４－１０１：１８．３１
 １６２．２

８１５� マルターズコッパー 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義藤田与志男氏 中川 公成 米 Eaglestone

Farm Inc. ４４８± ０１：１８．４	 ３．８�
２３ � コスモハナコ 牝４栗 ５５ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 米 Brereton C. Jones

& Fred Trainor ４９６± ０ 〃 アタマ ９．１�
５９ ベルモントエアロ 牡４栗 ５７ 藤田 伸二 �ベルモントファーム 小西 一男 新冠 ベルモント

ファーム ４７８－ ４１：１８．５	 １２．９
２４ � ノ ボ バ ン ク 牡５鹿 ５７

５４ ▲佐藤 聖也�LS.M 天間 昭一 えりも 熊沢牧場 ４９０－ ４１：１８．７１	 ２２６．６�
４８ カーリアンダンス �４鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥伊藤 誠吉氏 池上 昌弘 門別 浦新 徳司 ４９４＋２０１：１９．２３ ５８．２�
１２ ブリリアントクロス 牝５鹿 ５５ 江田 照男スター・ホースメンズクラブ 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５２＋１０１：１９．８３	 ５３．９�
４７ エクスハイタッチ 牡４鹿 ５７ 柄崎 将寿前田 繁氏 柄崎 孝 静内 曾我 博 ４４８＋ ８１：２０．１１� １４２．８�
６１２� トウカイマリーナ �４栗 ５７ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ４４６－１２１：２０．２	 ３６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，８４３，４００円 複勝： ４６，９４５，１００円 枠連： ５２，２１０，５００円

普通馬連： １５６，５８１，６００円 馬単： １２５，０５０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，０３８，８００円

３連複： ２０３，４８０，２００円 ３連単： 発売なし 計： ６５６，１５０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ４５０円 � １９０円 � １８０円 枠 連（１－７） １，９４０円

普通馬連 �� ５，１９０円 馬 単 �� １１，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５７０円 �� １，２００円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ５，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０８４３４ 的中 � １３７８８（８番人気）
複勝票数 計 ４６９４５１ 的中 � ２１６１７（８番人気）� ７４７８６（３番人気）� ８０９８１（２番人気）
枠連票数 計 ５２２１０５ 的中 （１－７） １９９５５（７番人気）
普通馬連票数 計１５６５８１６ 的中 �� ２２２８３（２１番人気）
馬単票数 計１２５０５０５ 的中 �� ７９３０（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１０３８８ 的中 �� ６０８８（１９番人気）�� ８０８７（１４番人気）�� ２７０８８（３番人気）
３連複票数 計２０３４８０２ 的中 ��� ２６１１７（１６番人気）

ハロンタイム ７．２―１０．８―１１．２―１１．８―１２．０―１２．１―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．２―１８．０―２９．２―４１．０―５３．０―１：０５．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ リ オ ン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１０．１６ 東京８着

２００３．３．１８生 牡５鹿 母 アッサムヒル 母母 テイーブレーク １９戦２勝 賞金 ２７，９９０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 コスモハナコ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
エクスハイタッチ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０３０４５ ２月１１日 晴 良 （２０東京１）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

りっしゅん

立 春 賞
発走１４時２５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，１９．２．３以降２０．２．４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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

５１０ キタノリューオー 牡４栗 ５５ 北村 宏司穴澤 正氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５５６＋ ２１：４７．１ ５．２�

１２ ヒ カ ル ベ ガ 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝高橋 光氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５５２＋ ８１：４７．２クビ ７．３�
３５ レ ゴ ラ ス 牡７黒鹿５７ 安藤 勝己 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B５１８＋ ８１：４７．３� ２．６�
６１２�� パートゥーアワーズ 牡６鹿 ５６ 田中 勝春吉田 和美氏 古賀 慎明 豪 Mr L Tall ４５８＋ ４１：４７．６２ ２２．３�
４７ リバイバルシチー 牡４鹿 ５３ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 浦河 アイオイファーム ４９４＋ ２１：４７．７� ５０．６�
５９ クラウニングワーク 牡６栗 ５３ 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４５０＋ ６ 〃 ハナ ２８．１	
８１６ ビリーヴザミラクル 牝６栗 ５２ 吉田 隼人 �キャロットファーム 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ６１：４７．８� ６０．４

４８ オウシュウヘイロー 牡４鹿 ５４ 大野 拓弥西村 專次氏 杉浦 宏昭 浦河 村下 清志 ４７４＋１４１：４８．０１� １１０．８�
３６ ニシノフリーダム 牡５栗 ５６ 戸崎 圭太西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ５３２＋ ２ 〃 ハナ ２８．８�

（大井）

７１４ フレンチクルーラー 牡６鹿 ５６ 勝浦 正樹 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９６± ０１：４８．１クビ １０．０
８１５� コアレスハリケーン 	４鹿 ５３ 五十嵐雄祐小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ５００± ０１：４８．２
 ９０．５�
２４ ビーアデビル 牝４鹿 ５２ 田中 博康�ミルファーム 保田 一隆 静内 大滝 康晴 ４４６＋ ２１：４８．８３� ４７．９�
２３ � キクノエンブレム 牡７鹿 ５１ 江田 照男菊池 五郎氏 石毛 善彦 浦河 鮫川 啓一 ４８２－ ４１：４９．３３ １５０．８�
１１ ジョースマイル 牝５黒鹿５４ 藤田 伸二上田けい子氏 田村 康仁 様似 様似堀牧場 ４７２± ０１：４９．５１ １５．６�
７１３ オリオンオンサイト 牝５鹿 ５３ 津村 明秀日浦 桂子氏 矢作 芳人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７２－１２１：４９．８２ ２１．３�
６１１ スーパーキャノン 牡５鹿 ５６ 柴田 善臣星野 壽市氏 高松 邦男 様似 瀬口 信正 B４８４＋ ４１：５０．５４ ７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，５８２，０００円 複勝： ６１，７８６，２００円 枠連： ５９，５５２，７００円

普通馬連： ２３７，２９２，３００円 馬単： １５４，５３９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，６５５，６００円

３連複： ２２３，８２９，４００円 ３連単： ５４３，２００，５００円 計： １，３８１，４３８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（１－５） １，０７０円

普通馬連 �� １，６１０円 馬 単 �� ３，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ３２０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 ��� ９，８１０円

票 数

単勝票数 計 ４２５８２０ 的中 � ６５７６６（２番人気）
複勝票数 計 ６１７８６２ 的中 � １０２３９９（２番人気）� ７７４８６（３番人気）� １５４０７２（１番人気）
枠連票数 計 ５９５５２７ 的中 （１－５） ４１３８９（５番人気）
普通馬連票数 計２３７２９２３ 的中 �� １０９００９（４番人気）
馬単票数 計１５４５３９６ 的中 �� ３５１８４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８６５５６ 的中 �� ２２８９９（４番人気）�� ４８６１３（１番人気）�� ４４６８２（２番人気）
３連複票数 計２２３８２９４ 的中 ��� １２１１６８（１番人気）
３連単票数 計５４３２００５ 的中 ��� ４０８７８（１０番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．７―１１．０―１１．７―１２．０―１２．１―１２．０―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．６―３４．６―４６．３―５８．３―１：１０．４―１：２２．４―１：３４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．７

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

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

キタノリューオー �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００６．１０．２８ 東京２着

２００４．３．２６生 牡４栗 母 スピーディローザー 母母 タイガーローザ １０戦３勝 賞金 ４３，４６６，０００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。
（非当選馬） ５頭 ストールンブライド号・フサイチギャロップ号・マイネルシュピール号・ヤナギムシ号・ユウタージャック号
※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。



０３０４６ ２月１１日 晴 良 （２０東京１）第４日 第１０競走 ��
��１，４００�

ひ ば り

雲雀ステークス
発走１５時００分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．２．３以降２０．２．４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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

６１２ ハイソサエティー 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５２２－１４１：２１．５ ３．５�

６１１ ハネダテンシ 牝５鹿 ５３ 蛯名 正義鈴木 とし氏 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４９０－ ６ 〃 クビ ９．９�
８１６ チョウカイキセキ 牡６黒鹿５４ 横山 典弘�平田牧場 加藤 和宏 静内 タイヘイ牧場 ４９２－ ４１：２１．６クビ ２０．６�
５９ ヒシハイグレード 牡５栗 ５６ 小林 淳一阿部雅一郎氏 手塚 貴久 門別 シンコーファーム ５４６－ ２ 〃 クビ ６２．３�
４７ ウインディグニティ 牡７鹿 ５５ O．ペリエ �ウイン 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４８８－ ６ 〃 アタマ １９．３�

（仏）

４８ タイキシルバー 牡７芦 ５４ 大庭 和弥�大樹ファーム 清水 美波 大樹 大樹ファーム ５１６± ０ 〃 ハナ ２１．１	
８１５ アドマイヤカリブ 牡５鹿 ５７ 村田 一誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５０８－１０１：２１．７� ５．２

２４ グランプリオーロラ 牝７鹿 ５３ 戸崎 圭太北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４６２± ０１：２１．８クビ ２７．０�

（大井）

３６ マッハジュウクン 牡６鹿 ５６ 藤田 伸二鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４８０＋ ６１：２１．９� １５．８�
１２ タケデンイーグル 牡６鹿 ５３ 武士沢友治武市 弘氏 石栗 龍彦 浦河 安藤牧場 ５１０＋ ４１：２２．１１� ８４．０
７１４� マルターズホビー 牝６栗 ５２ 吉田 豊藤田与志男氏 柴崎 勇 米 J. K. Boutcher, J.

Stuart & P. Bance ４６６± ０１：２２．４１� ５３．１�
３５ メジロモーガン 牡８栗 ５３ 丹内 祐次�メジロ牧場 谷原 義明 伊達 メジロ牧場 ４６２＋１８ 〃 クビ １７６．４�
２３ ショウナンタキオン 牡５栗 ５７．５ 安藤 勝己国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 鎌田 正嗣 ４９４± ０１：２２．７１� ４．９�
１１ ウエスタンビーナス 牝５黒鹿５３ 郷原 洋司西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 ４５４＋ ２１：２３．１２� ４１．８�
５１０� サウスヒューマー 牝４鹿 ５２ 田中 博康南波 壽氏 高橋 祥泰 米 WinStar

Farm, LLC ４６２＋ ２１：２３．４２ ４３．３�
７１３ サウスティーダ 牝５芦 ５５ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 小崎 憲 門別 インターナシヨナル牧場 ４８０± ０１：２３．５クビ ７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，４４７，８００円 複勝： ７９，９８７，８００円 枠連： ６８，１１０，１００円

普通馬連： ３０６，１６８，５００円 馬単： １９４，９４９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，４６７，１００円

３連複： ２９９，２６８，７００円 ３連単： ６９４，４４０，７００円 計： １，７６９，８４０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � ３５０円 � ５６０円 枠 連（６－６） ２，１６０円

普通馬連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ３，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� １，４５０円 �� ２，５００円

３ 連 複 ��� １４，８５０円 ３ 連 単 ��� ６９，２９０円

票 数

単勝票数 計 ５２４４７８ 的中 � １１８３８８（１番人気）
複勝票数 計 ７９９８７８ 的中 � １６６４４５（１番人気）� ５４０１０（５番人気）� ３０９０６（９番人気）
枠連票数 計 ６８１１０１ 的中 （６－６） ２３３６０（９番人気）
普通馬連票数 計３０６１６８５ 的中 �� １０５４２５（７番人気）
馬単票数 計１９４９４９４ 的中 �� ３７１０４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４４６７１ 的中 �� ２２２１１（７番人気）�� １２５７２（１３番人気）�� ７１３１（３２番人気）
３連複票数 計２９９２６８７ 的中 ��� １４８７４（５０番人気）
３連単票数 計６９４４４０７ 的中 ��� ７３９７（１９９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．６―１１．５―１１．４―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．６―４６．１―５７．５―１：０９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．４
３ ・（１，１３）（１０，１５）－（６，１４）（３，４，１１，１２）（５，９）２（７，８）－１６ ４ １，１３（１０，１５）（６，１４，１２）（３，４，１１）９（５，７）８，２－１６

勝馬の
紹 介

ハイソサエティー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Akarad デビュー ２００６．１１．１２ 東京１着

２００４．２．２６生 牡４鹿 母 クイーンモード 母母 Modiyna １１戦４勝 賞金 ５８，３１２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２２頭 ウィストラム号・ウエスタンクィーン号・ウォーターバロン号・コスモスペシャリー号・サクラランサー号・

ショウワモダン号・ダイイチミラクル号・ダイワティグリス号・ダンディーズケア号・トラストセレビー号・
トーセンクラウン号・バレンソール号・ピサノグラフ号・ペニーホイッスル号・ポイントセブン号・ホクレレ号・
マイネカンナ号・マイネルクラッチ号・マイネルサニベル号・ミルクトーレル号・ユメノオーラ号・
ラブアクチュアリー号

※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。



０３０４７ ２月１１日 晴 良 （２０東京１）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第４２回共 同 通 信 杯（ＪｐｎⅢ）

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 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

６１１ ショウナンアルバ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４８０± ０１：４７．６ ２１．４�

１１ タケミカヅチ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：４７．７� １５．５�
３５ マイネルスターリー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４５０－ ６１：４７．８� ６９．１�
２３ シングンリターンズ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４３０－ ４１：４８．０１	 ２５８．２�
５１０ サダムイダテン 牡３栗 ５６ 安藤 勝己大西 定氏 中村 均 新冠 斉藤 安行 ４６６－ ８ 〃 ハナ １．５�
８１６ ホッカイカンティ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 ５０２± ０１：４８．３２ １１．７	
６１２ スマートファルコン 牡３栗 ５６ 横山 典弘大川 徹氏 畠山 吉宏 静内 岡田スタツド ４８８－ ２１：４８．５１� ６．７

５９ マイネルプレーザ 牡３青 ５６ 田中 博康 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 静内 原 達也 ５０８＋２８１：４８．６クビ ２７９．０�
８１５ サブジェクト 牡３黒鹿５７ O．ペリエ �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８－ ６ 〃 アタマ １１．６�
（仏）

７１３ ノットアローン 牡３青 ５６ 上村 洋行金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６８－ ８ 〃 クビ ２７．２

２４ ニシノシュテルン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝西山 茂行氏 河野 通文 鵡川 西山牧場 ４７８－ ４１：４８．７� ５７．１�
７１４ レオマイスター 牡３栗 ５６ 田中 勝春�レオ 古賀 慎明 門別 若林 武雄 ４９４＋１２１：４８．９１	 ６６．２�
４８ イイデケンシン 牡３鹿 ５７ 藤田 伸二 �アールエスエーカントリ昆 貢 静内 フジワラフアーム ４７０± ０１：４９．５３� ４１．３�
４７ サトノハピネス 牡３栗 ５６ 北村 宏司里見 治氏 的場 均 静内 千代田牧場 B５１２－ ４１：４９．８２ ２２１．６�
１２ 
 ストーミーペガサス 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 �社台レースホース森 秀行 米 Fontaine-

bleau Farm ４８４＋ ２１：５０．８６ ２０１．０�
（大井）

３６ ショウナンアクロス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４９６± ０１：５１．６５ ７８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０２，３２６，０００円 複勝： ２２７，０６６，０００円 枠連： １９１，６８９，５００円

普通馬連： ８８３，１１３，８００円 馬単： ６９５，１２６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０６，９８４，６００円

３連複： ８４５，５１９，９００円 ３連単： ２，４５９，８２９，３００円 計： ５，７１１，６５５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１４０円 複 勝 � ６９０円 � ４１０円 � １，２２０円 枠 連（１－６） ２，８８０円

普通馬連 �� ９，９６０円 馬 単 �� ２６，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８４０円 �� ８，０５０円 �� ５，４１０円

３ 連 複 ��� １００，５２０円 ３ 連 単 ��� ７５２，０２０円

票 数

単勝票数 計２０２３２６０ 的中 � ７４７７５（６番人気）
複勝票数 計２２７０６６０ 的中 � ８６３３７（７番人気）� １６０４２６（５番人気）� ４５９６９（８番人気）
枠連票数 計１９１６８９５ 的中 （１－６） ４９２５７（１２番人気）
普通馬連票数 計８８３１１３８ 的中 �� ６５４９４（２４番人気）
馬単票数 計６９５１２６７ 的中 �� １９１２４（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０６９８４６ 的中 �� １８１７１（２５番人気）�� ６２８０（５８番人気）�� ９３８８（４３番人気）
３連複票数 計８４５５１９９ 的中 ��� ６２０８（１７２番人気）
３連単票数 計２４５９８２９３ 的中 ��� ２４１４（９３０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１０．８―１１．９―１２．７―１３．０―１２．２―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．１―３３．９―４５．８―５８．５―１：１１．５―１：２３．７―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．１

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアルバ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Great Commotion デビュー ２００７．７．１ 福島２着

２００５．２．１３生 牡３鹿 母 シ ャ ン ラ ン 母母 Down the Line ４戦３勝 賞金 ５８，７５２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ジャガージャック号
（非抽選馬） １頭 モエレヘイセイ号
※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。



０３０４８ ２月１１日 晴 不良 （２０東京１）第４日 第１２競走 ��
��２，１００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

３５ フリートアドミラル 牡４鹿 ５６ O．ペリエ �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ５１０－ ４２：０７．４ ８．２�

（仏）

２３ ジャンバルジャン 牡４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 B４４４± ０２：０８．２５ １．８�
３６ ピサノバンキッシュ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５５４＋１４２：０８．４１� １９．２�
５１０ ナリタブラック 牡６芦 ５７ 丹内 祐次�オースミ 崎山 博樹 浦河 吉田 又治 ４９４－ ８２：０８．９３ ４５．９�
１２ エプソムボス 牡７栗 ５７ 柴山 雄一 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 石栗 龍彦 静内 田原橋本牧場 ５３６－ ２２：０９．０クビ ２９．６�
４８ アドマイヤミラクル 牡５青鹿５７ 上村 洋行近藤 利一氏 藤沢 則雄 新冠 秋田牧場 B５０４＋ ４２：０９．２１� １２．９	
８１６ バンダムカーン 牡７鹿 ５７ 南田 雅昭山科 統氏 南田美知雄 門別 坂 牧場 B４８０± ０２：０９．３� １５３．７

１１ トーセンベルボーイ 牡６芦 ５７ 田中 勝春島川 �哉氏 栗田 博憲 新冠 新冠橋本牧場 ４８８＋ ２２：０９．６２ ４６．９�
６１１ ダンシングクリス 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人森 保彦氏 秋山 雅一 静内 曾田農園 ４６０－ ８２：０９．９１� ２５．４
６１２ デスバラード 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 三石 三石ファーム B４６４± ０２：１０．０クビ ６．５�
７１４ スターシップ 牡４芦 ５６ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４６６＋１２２：１０．３１� ９１．８�
２４ イ エ ス 牡８黒鹿５７ 柴田 善臣小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ５５６－ ２２：１０．７２� １０３．０�
７１３	 トワイライトワルツ 牝６鹿 ５５

５４ ☆田中 博康伊達 敏明氏 高松 邦男 門別 サンシャイン
牧場 ４８４－ ２２：１１．１２� １２．８�

８１５ ワンダータイキ 牡７青鹿５７ 戸崎 圭太山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム B４６６－ ８２：１１．４２ ７２．５�
（大井）

５９ 	 アイシクルアート 牡６鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６２：１２．２５ ５０．７�
４７ エイティフロー 牡７鹿 ５７ 石橋 脩前田 篤久氏 池江 泰寿 新冠 中本牧場 ５０６－ ６２：１２．５２ ５８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６１，５２２，２００円 複勝： ７７，５２３，２００円 枠連： ７４，８８８，９００円

普通馬連： ２７４，９９３，６００円 馬単： ２０１，５６８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，２９０，３００円

３連複： ２６８，６８２，７００円 ３連単： ６７６，５２０，８００円 計： １，７０７，９８９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２７０円 � １２０円 � ４２０円 枠 連（２－３） ５６０円

普通馬連 �� １，０３０円 馬 単 �� ２，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ２，０５０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ４，４４０円 ３ 連 単 ��� ２９，５３０円

票 数

単勝票数 計 ６１５２２２ 的中 � ５９２４５（３番人気）
複勝票数 計 ７７５２３２ 的中 � ６１８１９（４番人気）� ２６２０２７（１番人気）� ３３９８１（７番人気）
枠連票数 計 ７４８８８９ 的中 （２－３） １００２４９（２番人気）
普通馬連票数 計２７４９９３６ 的中 �� １９７２５０（３番人気）
馬単票数 計２０１５６８１ 的中 �� ５１４９７（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２２９０３ 的中 �� ４２８３７（３番人気）�� ８０７４（２４番人気）�� ２５９３３（５番人気）
３連複票数 計２６８６８２７ 的中 ��� ４４７６０（１０番人気）
３連単票数 計６７６５２０８ 的中 ��� １６９１２（６９番人気）

ハロンタイム ７．３―１０．８―１１．６―１２．０―１２．０―１２．３―１２．６―１２．７―１２．３―１１．７―１２．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．３―１８．１―２９．７―４１．７―５３．７―１：０６．０―１：１８．６―１：３１．３―１：４３．６―１：５５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

フリートアドミラル �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００７．２．２４ 中山１着

２００４．３．８生 牡４鹿 母 リキアイメガミ 母母 ディテクティング ４戦３勝 賞金 ２５，９００，０００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。
（非当選馬） ５頭 ウエスタンリジ号・ダンシングタイガー号・デジデーリオ号・マキバスマイル号・マルブツクロス号
※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。



（２０東京１）第４日 ２月１１日 （祝日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
不良

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
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５７，９００，０００円
２，１３０，０００円
２５，８３０，０００円
２，０４０，０００円
２８，５００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，８２４，５００円
５，７５６，８００円
１，８６８，５００円

勝馬投票券売得金
５６１，１６２，７００円
７５０，３８８，１００円
６５３，８６６，３００円
２，５４５，３８８，１００円
２，０５９，９１０，５００円
６５５，１４８，９００円
２，８０９，０９６，５００円
４，３７３，９９１，３００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 １４，４０８，９５２，４００円

総入場人員 ４２，９４４名 （有料入場人員 ４２，０８６名）




