
０３０６１ ２月１７日 晴 良 （２０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）

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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

５１０ グランドメープル 牝３鹿 ５４ 津村 明秀�グランド牧場 武市 康男 静内 グランド牧場 ４６０－ ６１：２０．４ ６．３�

６１１ トーセンスクリュー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人島川 �哉氏 後藤 由之 新冠 パカパカ
ファーム ４６０＋１６１：２０．８２� ３０．７�

８１５ サラノコジーン 牝３芦 ５４
５３ ☆田中 博康神田 紘爾氏 相沢 郁 静内 神垣 道弘 ４７０－１０ 〃 クビ １３．５�

２３ マリアージュ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４３０± ０１：２１．０１� １４．８�

２４ スイートグラーツ 牝３鹿 ５４
５２ △的場 勇人和田 啓子氏 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ４０８± ０１：２１．１� ３３．７	

４７ ケイアイガルチ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊亀田 守弘氏 鈴木 康弘 静内 佐竹 学 ４６４－ ２１：２１．２� ６．８

７１４ トーセンビスタ 牝３栗 ５４ 小林 淳一島川 �哉氏 保田 一隆 静内 増本 良孝 ４００± ０１：２１．５１� ５．６�
３６ マイラッキー 牝３鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥田中 一成氏 山田 要一 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３２－ ２１：２１．６クビ １６．４�

４８ メ ジ ロ リ ロ 牝３栗 ５４ 武士沢友治メジロ商事� 菅原 泰夫 洞爺 メジロ牧場 ３９２± ０１：２２．５５ ２０５．７
５９ ブ リ ー ズ 牝３栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４４２＋ ４１：２２．８２ ７５．２�
６１２ ナ オ ス 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 本間 忍 鵡川 上水牧場 ４６０－ ２ 〃 アタマ １７．１�
８１６ コーヒータイム 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４４０－ ６１：２２．９� ７．５�
７１３ クレイジーラブ 牝３栗 ５４ 松岡 正海�タイヘイ牧場 松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ４８８－１２ 〃 クビ ３．６�
３５ ローズドサハラ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司菅原 史博氏 増沢 末夫 静内 フジワラフアーム B４４６－ ４１：２３．９６ ７３．５�
１１ ウエスタンアイビス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一西川 賢氏 的場 均 静内 北西牧場 B４６０＋ ６１：２５．８大差 １４２．１�

（１５頭）
１２ イガノガイア 牝３鹿 ５４ 小野 次郎五十嵐政則氏 水野 貴広 静内 酒井 亨 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，７５３，８００円 複勝： ２９，４２５，４００円 枠連： ２９，８３５，８００円

普通馬連： ８８，６８０，８００円 馬単： ８０，４３２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８０３，５００円

３連複： １２８，０３９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４０３，９７０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２３０円 � ９１０円 � ３８０円 枠 連（５－６） ３，５６０円

普通馬連 �� ９，９５０円 馬 単 �� １６，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７１０円 �� １，２７０円 �� ４，４５０円

３ 連 複 ��� ２３，６４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９７５３８ 的中 � ２４８９０（３番人気）
複勝票数 計 ２９４２５４ 的中 � ４００５７（３番人気）� ７３０１（１０番人気）� ２０２０１（７番人気）
枠連票数 計 ２９８３５８ 的中 （５－６） ６１９８（１７番人気）
普通馬連票数 計 ８８６８０８ 的中 �� ６５８３（３８番人気）
馬単票数 計 ８０４３２２ 的中 �� ３５２１（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８０３５ 的中 �� ２５０８（３７番人気）�� ５５４１（１８番人気）�� １５１２（４８番人気）
３連複票数 計１２８０３９４ 的中 ��� ３９９８（８６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．０―２９．６―４２．２―５４．６―１：０６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランドメープル �
�
父 スマートボーイ �

�
母父 Winning デビュー ２００７．６．１７ 福島６着

２００５．４．３生 牝３鹿 母 シ ャ ー パ リ 母母 Shapur ５戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔出走取消〕 イガノガイア号は，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〕 ウエスタンアイビス号は，平成２０年４月１７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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エクセレントレイ号・ナギサノハナ号
（非抽選馬） １頭 アクトレスシチー号



０３０６２ ２月１７日 晴 良 （２０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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

３６ エ チ セ ロ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �エヌ・アール・ユー 高橋 裕 門別 新井 弘幸 B５０４－ ６１：２７．７ ４．５�

３５ ナリタシェナー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�オースミ 萱野 浩二 浦河 岡本 昌市 ４９６－ ４ 〃 クビ ３．８�
４８ メイスンファースト 牡３鹿 ５６ 内田 博幸梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 ４８４＋ ６１：２８．３３� ２．４�

（大井）

４７ コスモプランス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 門別 坂口 豊翼 ５０２－ ６１：２８．４� ５０．１�
７１３ コスモレッドホーク 牡３青鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 門別 鹿戸 武光 ４６２＋１０１：２８．６１� ５６．２�
１２ マダトモウドッチ 牡３栗 ５６ 中舘 英二�有恒 小林 常泰 青森 ユーコー牧場 ４６２－ ２１：２８．７クビ ８０．２	
１１ トラストシャイン 牡３栗 ５６ 松岡 正海菅波 雅巳氏 土田 稔 大樹 大樹ファーム ５００＋ ６１：２９．１２� ２８．４

６１１ ファストオーカン 牡３栗 ５６ 横山 典弘平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４８２＋１２１：３０．０５ １３．６�
２４ グラスバラード 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人半沢� 尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４１０－ ４１：３０．１� ２１．３
７１４ ロワソレイユ 牡３栗 ５６ 吉田 豊山上 和良氏 和田 正道 門別 前川 義則 ４８４＋ ４１：３１．０５ １８．２�
５９ ダイワルビー 牝３栗 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 三石 幌村牧場 B４８６－ ４１：３１．１� ２８４．９�
６１２ ヨシブレイクアウト 牡３鹿 ５６ 村田 一誠田辺 喜彦氏 嶋田 潤 新冠 ヒノデファーム ４５０－ ６１：３１．８４ ２１６．２�
２３ サンデーチャリティ 牡３青鹿５６ 田面木博公水谷八重子氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４３４± ０１：３２．７５ ４０８．０�
５１０ シンデレラシチー 牝３鹿 ５４ 横山 義行 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 門別 井本 文雄 ４５２± ０１：３３．０２ ３００．２�
８１５ ア ド バ ン ス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀西川 隆士氏 武藤 善則 門別 森永牧場 ５０２＋ ４１：３３．３２ ３０．３�
８１６ ダンツシーキング 牡３青鹿５６ 江田 照男山元 哲二氏 鈴木 勝美 様似 中村 勝則 B４４０± ０１：３３．７２� ２７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６２５，７００円 複勝： ２８，５４８，３００円 枠連： ３５，０８４，０００円

普通馬連： ９２，６７０，３００円 馬単： ９４，７５８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５６３，２００円

３連複： １２６，８２９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４２７，０７９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（３－３） ８５０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ２５０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２６２５７ 的中 � ３９７４２（３番人気）
複勝票数 計 ２８５４８３ 的中 � ５３１３２（３番人気）� ５５８１４（２番人気）� ７９６８０（１番人気）
枠連票数 計 ３５０８４０ 的中 （３－３） ３０７１５（２番人気）
普通馬連票数 計 ９２６７０３ 的中 �� ８８２６８（３番人気）
馬単票数 計 ９４７５８４ 的中 �� ４２４６０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６５６３２ 的中 �� ２１２０４（３番人気）�� ２６６８１（２番人気）�� ３７１８２（１番人気）
３連複票数 計１２６８２９４ 的中 ��� １５９８３０（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．０―１３．３―１２．５―１２．８―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．４―４８．７―１：０１．２―１：１４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．３―３F３９．０
３ ６，５（８，１５）４，１６，１４，１（１３，１２）（２，９）－７－１０－（３，１１） ４ ６，５（８，１５）（４，１）（２，１３）（１４，１２）１６，９－７－１０－１１，３

勝馬の
紹 介

エ チ セ ロ �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー ２００７．９．１ 札幌８着

２００５．３．２５生 牡３鹿 母 ユウワンダンサー 母母 ファンドリミシー ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドバンス号・ダンツシーキング号は，平成２０年３月１７日まで平地競走に出走できない。

シンデレラシチー号は，平成２０年４月１７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ザドリームジュエル号・タカミツベガ号
※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。



０３０６３ ２月１７日 晴 良 （２０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）

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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

７１３ トーセンキンボシ �３栗 ５６
５３ ▲千葉 直人島川 �哉氏 成島 英春 門別 藤本 友則 ４６４－ ２１：４０．４ ７．３�

５９ ウ イ ン ク 牝３鹿 ５４ 水出 大介百万 武夫氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４６６－ ２１：４０．７１� ４１．７�

４８ シルキーチーフ 牡３栗 ５６ 高野 和馬有限会社シルク成島 英春 新冠 武田 修一 ４７２± ０１：４０．９１� ９０．６�
３５ トキメキボストン 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４８４－ ２１：４１．１１� ３２．６�
８１５ フランドルシチー 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５２８＋ ４ 〃 クビ ３．０�
３６ ハ ナ ヤ ッ コ 牝３鹿 ５４

５１ ▲佐藤 聖也	グランド牧場 平井 雄二 三石 元茂 義一 ４４２－１２１：４１．９５ ３１．９

６１２ ヤワタサンデー 牡３栗 ５６

５４ △的場 勇人平岩 健一氏 菊川 正達 門別 木村牧場 ４９６－ ８１：４２．０� ５．３�
１１ フ ジ ベ ガ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲丸田 恭介藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４５４－ ２１：４２．４２� ６３．８�
４７ スガノゴールド 牡３鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗菅原光太郎氏 松永 康利 静内 グランド牧場 ４５８－ ４１：４２．６� １９．３
８１６ ラズベリーハーツ 牝３青鹿 ５４

５３ ☆田中 博康	ターフ・スポート岩戸 孝樹 浦河 中島牧場 ４８４＋ ８１：４２．７� ３．７�
１２ ティアップタイガー 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥田中 昇氏 杉浦 宏昭 門別 シンコーファーム ４７８－１０ 〃 クビ １０．６�
２３ マルターズマリー 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信藤田与志男氏 天間 昭一 浦河 斉藤 英 ４５０－１６１：４２．８� １４８．９�
６１１ マイネルアフェット 牡３栗 ５６ 鈴木 慶太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小西 一男 青森 谷川 博勝 ４４２－ ４１：４３．５４ １２２．５�
７１４ カオリワンダー 牡３栗 ５６

５３ ▲池崎 祐介川畑 �司氏 武市 康男 青森 大須賀牧場 ４６８＋ ２１：４４．０３ ４７．８�
２４ シ ド モ ア 牝３栗 ５４ 加藤士津八 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加賀 武見 浦河 昭和牧場 ４３２＋ ３ 〃 クビ ３０３．８�
５１０ ヒシアリアケ 牝３青 ５４ 五十嵐雄祐阿部雅一郎氏 手塚 貴久 門別 シンボリ牧場 ５１４－ ４１：４４．１クビ ３３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５０８，４００円 複勝： ２９，３２１，３００円 枠連： ３５，７９７，７００円

普通馬連： ９０，４７２，１００円 馬単： ９５，６８２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６５４，１００円

３連複： １３４，１０２，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４３５，５３９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２５０円 � ８７０円 � １，６２０円 枠 連（５－７） ５，４９０円

普通馬連 �� １３，５５０円 馬 単 �� ２１，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，５２０円 �� ８，４２０円 �� １４，７１０円

３ 連 複 ��� ２６７，４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１５０８４ 的中 � ２３２２９（４番人気）
複勝票数 計 ２９３２１３ 的中 � ３７６９９（４番人気）� ８２１０（８番人気）� ４２０５（１２番人気）
枠連票数 計 ３５７９７７ 的中 （５－７） ４８１８（１６番人気）
普通馬連票数 計 ９０４７２１ 的中 �� ４９２９（３７番人気）
馬単票数 計 ９５６８２９ 的中 �� ３２４２（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６５４１ 的中 �� ２０２６（３５番人気）�� ８３５（６０番人気）�� ４７６（７６番人気）
３連複票数 計１３４１０２８ 的中 ��� ３７０（２９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．３―４７．９―１：００．７―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４F５２．５―３F３９．７
３ １３（２，１２）（５，６）（１，９，１５）１６（８，１０，１１，１４）７，３－４ ４ ・（２，１３）（５，１２）（６，１５）（１，９）－（８，１６）（１０，１１，１４）（３，７）－４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンキンボシ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Halo デビュー ２００７．１１．１０ 東京５着

２００５．４．２５生 �３栗 母 ペニーアップ 母母 Wishing Well ４戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔騎手変更〕 フジベガ号の騎手小島太一は，事故のため丸田恭介に変更。
〔制裁〕 フジベガ号の騎手小島太一は，所定の検量時間に前検量を受けることができず騎手変更となったことについて平成２０年

２月１８日から平成２０年２月２４日まで騎乗停止。
〔その他〕 フジベガ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フジベガ号は，平成２０年３月１７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ポコアポコフォルテ号・マイネルメテオール号



０３０６４ ２月１７日 晴 良 （２０東京１）第６日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

５９ ギュイエンヌ 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝杉山 忠国氏 萩原 清 三石 明治牧場 ４６２ ―１：５２．４ ７．６�

６１１ マ ッ カ ラ ン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �グリーンファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４６ ― 〃 クビ １２．８�
６１２ スプリングルーシー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 ４５８ ― 〃 ハナ １４．６�
２４ ビッグスワン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海臼倉 勲氏 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 ４９４ ―１：５２．７１� ５４．３�
１１ クリスタルウイング 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９２ ― 〃 クビ １．９�
５１０ ウォルトンブッチ 牝３黒鹿５４ 加藤士津八山田美喜男氏 加藤 和宏 静内 鹿嶋牧場 ４１８ ―１：５２．８� ９９．６�
３５ イケドラゴン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５３２ ―１：５３．０１� ４８．６	
７１３ ハッピータイムズ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４１４ ―１：５３．４２� ４２．０

８１６ アイラシンガー 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一田中 昇氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４７６ ― 〃 アタマ ４．５�
４７ リアルハヤテ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 静内 井高牧場 ４４０ ―１：５３．６１� ６０．３�
２３ サクセスアーチ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４８ ― 〃 クビ １３．９

（大井）

８１５ キョンキョンラブ 牝３栗 ５４ 武士沢友治楠本 勝美氏 保田 一隆 静内 山際 智 ４２２ ―１：５３．９１� １２９．５�
４８ キ ラ ー カ ン 牡３栗 ５６ 江田 照男北所 直人氏 天間 昭一 門別 賀張中川牧場 ４５６ ―１：５４．１１� ８２．１�
７１４ ローンジャスティス 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：５４．３１� ３２．３�
３６ テツキチダイオー 牡３芦 ５６ 吉田 隼人村田 哲朗氏 坂本 勝美 静内 岡田スタツド ５００ ―１：５４．４� １５６．５�
１２ パレストレジャー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩西村 豊氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 ４９８ ―１：５４．９３ １９８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，９１５，８００円 複勝： ３４，４７１，０００円 枠連： ３４，７０５，１００円

普通馬連： ９６，７７７，６００円 馬単： １１０，５２０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，０２５，５００円

３連複： １３６，０１５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４７３，４３０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２３０円 � ３９０円 � ４１０円 枠 連（５－６） １，６９０円

普通馬連 �� ４，０６０円 馬 単 �� ８，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０８０円 �� ９９０円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� １４，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１９１５８ 的中 � ３３２８８（３番人気）
複勝票数 計 ３４４７１０ 的中 � ４５３０３（３番人気）� ２２２３６（５番人気）� ２０９３９（６番人気）
枠連票数 計 ３４７０５１ 的中 （５－６） １５２２９（８番人気）
普通馬連票数 計 ９６７７７６ 的中 �� １７５９３（１５番人気）
馬単票数 計１１０５２０２ 的中 �� ９３４０（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９０２５５ 的中 �� ６７１５（１１番人気）�� ７３９２（７番人気）�� ３８１０（１８番人気）
３連複票数 計１３６０１５０ 的中 ��� ７１５８（４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．０―３８．２―５１．５―１：０４．７―１：１７．９―１：２９．５―１：４０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３４．５

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

勝馬の
紹 介

ギュイエンヌ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

２００５．４．２９生 牝３青鹿 母 スギノトヨヒメ 母母 ト ヨ マ ル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 クリスタルウイング号の騎手安藤勝己は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 パワーオブマインド号・フェスティヴムテキ号
※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１７日 晴 良 （２０東京１）第６日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

４７ サイレントフォース 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２８ ―１：３７．１ １．８�

２３ シンセサイザー 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一 �キャロットファーム 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ４４２ ―１：３７．３１� ５．０�
１２ マイネルアルセーヌ 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 門別 高橋牧場 ４６６ ―１：３７．４� ４７．６�
２４ カネスラーナ 牡３青鹿５６ 小野 次郎杉澤 光雄氏 根本 康広 静内 坂本 春雄 ５００ ―１：３７．６１� １７．５�
３６ � ゴールドバルザック 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �ゴールドレーシング 松永 幹夫 英 The Kingwood

Partnership ４９６ ―１：３８．０２� ９．６�
８１６� ブルームシチー 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 豪 V & V M Thor-

oughbreds Pty Ltd ４７８ ―１：３８．２１� ８．３	
３５ オンザサニーサイド 牝３栗 ５４

５３ ☆田中 博康 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５２ ―１：３８．４１ ４５．７

４８ ジェイケイクリス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４４６ ―１：３８．５� ５５．９�
７１４� ウ ツ セ ミ 牝３栗 ５４ 小林慎一郎加藤 守氏 矢作 芳人 愛 Swetten-

ham Stud ４４２ ― 〃 アタマ ２６．５�
１１ バードダムール 牝３青鹿５４ 木幡 初広阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 中央牧場 ４５４ ―１：３８．６クビ １２３．９
７１３ ロックフェラー 牡３青 ５６ 菊沢 隆徳佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム ４３２ ―１：３９．３４ ８１．１�
８１５ キタサンフシチョウ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�大野商事 中野渡清一 門別 古川 優 ４５４ ―１：３９．５１	 ２２１．１�
５９ � シルクバーディー 牡３栗 ５４ 内田 博幸有限会社シルク増沢 末夫 豪 Kendel

Park Stud ４４８ ―１：３９．９２� ２８．２�
（大井）

６１１ アスタマニャーナ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二宇田 豊氏 小笠 倫弘 浦河 笹地牧場 ４３２ ―１：４０．２１� ３４．２�
６１２ ウエスタンゴッド 牡３鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也西川 賢氏 二本柳俊一 静内 北西牧場 ３８２ ―１：４１．５８ ３１５．８�
５１０ ツ ヨ ガ リ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 浦河 多田 善弘 ４６８ ―１：４３．２大差 １５６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，９７３，０００円 複勝： ３１，９９３，１００円 枠連： ３３，０４９，１００円

普通馬連： ９８，３８３，８００円 馬単： １１１，４２０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６８０，３００円

３連複： １３７，７０６，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４７２，２０６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ６１０円 枠 連（２－４） ３６０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� １，１６０円 �� １，８２０円

３ 連 複 ��� ４，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０９７３０ 的中 � １４２８３０（１番人気）
複勝票数 計 ３１９９３１ 的中 � １２６０６２（１番人気）� ４４６２３（２番人気）� ７６０９（９番人気）
枠連票数 計 ３３０４９１ 的中 （２－４） ６７８０５（１番人気）
普通馬連票数 計 ９８３８３８ 的中 �� １５１６８２（１番人気）
馬単票数 計１１１４２０７ 的中 �� １１７５７２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６８０３ 的中 �� ３６８５６（１番人気）�� ５４９２（１３番人気）�� ３４１２（２１番人気）
３連複票数 計１３７７０６６ 的中 ��� ２４２５５（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．３―３６．７―４９．６―１：０２．３―１：１４．０―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイレントフォース �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００５．２．３生 牡３黒鹿 母 サイレントハピネス 母母 レガシーオブストレングス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツヨガリ号は，平成２０年３月１７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） ５頭 エモア号・クレイジーブルース号・ゴールデンドーター号・ポケッタブルゲーム号・リヴザルト号
※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。



０３０６６ ２月１７日 曇 良 （２０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 （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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

８１６ ビーチパトロール 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：３９．２ ３．７�

６１１ ダイワランスロット 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４９６－ ６１：３９．６２� ２．５�
７１３ シ ュ リ ク ン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘星野 壽市氏 高松 邦男 静内 落合 一巳 ４８６－ ４１：３９．９１� ２９．４�
３６ レオソリスト 牡３黒鹿５６ 津村 明秀�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 ５１６＋ ６１：４０．０� １２．１�
２４ シ ン ワ ラ ヴ 牡３青鹿５６ 内田 博幸若尾 昭一氏 田村 康仁 鵡川 安田 幸子 ４９８± ０ 〃 アタマ ５．２�

（大井）

５９ マイネルアベニール 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ２１：４０．１クビ ２４．９�

６１２ フェイクスパ 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆田中 博康山上 和良氏 中川 公成 浦河 谷口牧場 ５０２± ０１：４０．２� ５６．１	

８１５ ジャガージャック 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人ディアレスト 斎藤 誠 浦河 向別牧場 ４９２± ０１：４０．３� ２８．２

４７ ニシノオニテツマル 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義西山 茂行氏 土田 稔 鵡川 西山牧場 ５１８± ０１：４０．６１� １３．５�
１１ ドリームスカイラブ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ４７８± ０１：４０．８１� １５．１�
７１４ マルターズウディー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹藤田与志男氏 萱野 浩二 門別 天羽 禮治 B４８８－ ４１：４１．２２� ２７９．７
３５ マジックモーメント 牡３黒鹿 ５６

５４ △的場 勇人藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４４４－ ６１：４１．５１� １０１．８�
１２ ディアディアー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広ディアレスト 柄崎 孝 門別 新井 昭二 ４７６＋ ２１：４２．０３ ２２７．４�
４８ � モエレヘイセイ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司田口 廣氏 坂本 勝美 三石 松本牧場 ４６２－ ４１：４２．１クビ ３１１．７�
５１０ ダイナマイトシコク 牡３栗 ５６ 中舘 英二西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ

アーム ４７０－１２１：４２．５２� １１８．９�
２３ � フジプライド 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥�フジレーシング 松永 康利 門別 出口牧場 ５１４＋１２１：４２．６� ３５７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，５６１，８００円 複勝： ４７，５３７，８００円 枠連： ３６，７０３，８００円

普通馬連： １３８，９３５，６００円 馬単： １２８，０９０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，５２８，８００円

３連複： １８１，４０５，８００円 ３連単： 発売なし 計： ６０６，７６４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ４９０円 枠 連（６－８） ４５０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� １，４２０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ３，５３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３４５６１８ 的中 � ７５１７５（２番人気）
複勝票数 計 ４７５３７８ 的中 � ９８１３７（２番人気）� １３１９６４（１番人気）� １５６５２（９番人気）
枠連票数 計 ３６７０３８ 的中 （６－８） ６１０３３（１番人気）
普通馬連票数 計１３８９３５６ 的中 �� １９０１７９（１番人気）
馬単票数 計１２８０９０８ 的中 �� ７５５１３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９５２８８ 的中 �� ５１６５５（１番人気）�� ６０３０（１８番人気）�� ８８３７（１４番人気）
３連複票数 計１８１４０５８ 的中 ��� ３７９３６（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３６．０―４８．６―１：０１．７―１：１４．４―１：２６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーチパトロール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００７．１０．１４ 京都３着

２００５．３．１８生 牡３栗 母 エアラグドール 母母 ステラマドリッド ５戦２勝 賞金 １５，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 クリールパッション号・ドリームマイスター号・マイネルパルティア号・マキシマムラン号・ヨシカツゾー号
※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。



０３０６７ ２月１７日 曇 良 （２０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

４８ コウヨウマリーン 牝３青鹿５４ 中舘 英二寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４５８－ ６１：３６．７ １３．２�

４７ ディープスカイ 牡３栗 ５６ 津村 明秀深見 敏男氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 ５１６＋１０ 〃 クビ ６．２�
７１４ ステラーホープ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４２８－ ６１：３６．９１� ５．４�
５９ サクラカスケード 牝３青 ５４ 柴田 善臣�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 ４２４－１２ 〃 ハナ ２１．３�
５１０ ネオスピリッツ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４７０－ ４１：３７．０� ７．５�
８１５� ハピネスフォーユー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義飯田 正剛氏 久保田貴士 米 Dr. Masa-

take Iida ４８８－１０ 〃 クビ ４．２	
７１３ ローズカットダイヤ 牝３栗 ５４ 松岡 正海�橋 修身氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４４０－ ８１：３７．１クビ ７．３

６１２	 バルバンクール 牡３青鹿５６ 内田 博幸吉田 勝己氏 山崎 尋美 早来 ノーザンファーム ４５０－ ５１：３７．３１� ６５．５�

（川崎） （大井）

１２ ヨシサプライズ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４２０－ ２１：３７．４� ８．４�
３５ ショウサンマグナ 牡３青鹿 ５６

５５ ☆田中 博康鈴木 昭和氏 矢作 芳人 門別 田中 元寿 ４８０＋ ４ 〃 クビ ４３．３
６１１ マイネフルーレ 牝３黒鹿５４ 江田 照男 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ４４０＋１２ 〃 ハナ １５．７�
２４ スイートカルタゴ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４６０－１０１：３７．５クビ ７１．４�
３６ 
 ミサトバレー 牝３栗 ５４ 木幡 初広戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４２４± ０１：３７．６� １２５．３�
２３ ル ミ ナ リ エ 牝３青鹿５４ 小林 淳一 �キャロットファーム 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ４６８± ０１：３７．９２ ４７．４�
８１６
 サンライトポリニア 牝３黒鹿５４ 石神 深一皆川 博文氏 堀井 雅広 新冠 ムラカミファーム ４２８± ０ 〃 クビ ２６８．０�
１１ 
 ピンクバーディー 牝３鹿 ５４

５２ △的場 勇人�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４６２－１０１：３９．６大差 ５７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，７８３，８００円 複勝： ４８，６３４，０００円 枠連： ４７，３２１，４００円

普通馬連： １６２，７６１，９００円 馬単： １２４，５０６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，１８７，０００円

３連複： ２０３，７７０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ６５９，９６４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ３２０円 � ２２０円 � ２１０円 枠 連（４－４） ３，６７０円

普通馬連 �� ３，５６０円 馬 単 �� ８，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� １，１４０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ７，６２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２７８３８ 的中 � １９５７５（７番人気）
複勝票数 計 ４８６３４０ 的中 � ３５５５８（７番人気）� ６２７１９（３番人気）� ６８６５６（２番人気）
枠連票数 計 ４７３２１４ 的中 （４－４） ９５４０（１５番人気）
普通馬連票数 計１６２７６１９ 的中 �� ３３７８１（１８番人気）
馬単票数 計１２４５０６４ 的中 �� １１３５３（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０１８７０ 的中 �� ９２７５（１３番人気）�� ８５１９（１５番人気）�� １６０４２（２番人気）
３連複票数 計２０３７７０３ 的中 ��� １９７５５（２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３６．５―４９．５―１：０２．２―１：１３．５―１：２４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウヨウマリーン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００７．８．２６ 新潟５着

２００５．４．７生 牝３青鹿 母 フォーティース 母母 Book Collector ４戦２勝 賞金 １２，７００，０００円
※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 アサクサダンディ号・アラマサロビンソン号・エイブルベガ号・クールドリオン号・コスモポッケ号・

ダイワアンリ号・パリスエトランゼル号・ヒシオフェンス号・ブーケフレグランス号・マイネルポンピオン号・
レッツゴーヒチョリ号

※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。



０３０６８ ２月１７日 曇 良 （２０東京１）第６日 第８競走 ��
��１，４００�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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

７１３� ヌ ー サ 牡５栗 ５７ 横山 典弘モナコ商事� 坂本 勝美 浦河 �桁牧場 ４６４＋ ４１：２６．７ ２２．５�

１２ クリノラブゴールド 牡４鹿 ５７ 木幡 初広栗本 博晴氏 中島 敏文 静内 岡田 隆志 ４８８－ ２１：２６．８� ６．５�
１１ � トーセンマンボ 牡５鹿 ５７ 小野 次郎島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５５０＋ ２１：２７．０１	 ５．９�
８１６ ヤエノアカハチ 牡４栗 ５７ 蛯名 正義�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４５６＋ ２１：２７．２１	 ２．１�
４８ オールライトナウ 牡４芦 ５７ 勝浦 正樹平井 裕氏 本郷 一彦 三石 澤田 嘉隆 ５１８＋１４１：２７．８３� １５．１	
３５ タ マ イ エ ス 牡４鹿 ５７ 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６６＋１４ 〃 ハナ ３３．２

３６ サニーケーティング 牡４鹿 ５７ 松岡 正海宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４７２－ ６１：２８．０１	 １０．２�
５１０� ガ オ ウ 牡４鹿 ５７ 石神 深一井上 徹郎氏 堀井 雅広 新冠 村田牧場 B４４６－ ４１：２８．１クビ １３９．５�
５９ ナムラオルフェ 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲丸田 恭介奈村 信重氏 柄崎 孝 浦河 帰山 清貴 ４９８＋ ６１：２８．３１� １１．６
６１２ レアルグローリー 牡５鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥田中 昇氏 杉浦 宏昭 青森 青南ムラカミ
ファーム ５１２＋ ４ 〃 ハナ ２００．０�

７１４ ヒシプレミア 牡４鹿 ５７ 内田 博幸阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 浦河育成牧場 ５３０＋３４１：２８．４� ２２．５�
（大井）

２３ � デュークトーゴー 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信西川 隆士氏 小西 一男 新冠 北星村田牧場 ５０２＋１２１：２８．８２� ３２８．６�
６１１ ピーチドラフト 牝４青鹿５５ 田中 勝春 �エムアンドアール 矢野 進 新冠 斉藤 安行 ４８０－２８ 〃 クビ １７．２�
８１５� ディーエスアチーブ 牡５鹿 ５７ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 門別 賀張中川牧場 ４９４＋ ２１：２９．１１
 ３００．８�
４７ グレートモア 牡５鹿 ５７

５５ △的場 勇人堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ４８２＋ ６１：２９．２クビ ３０８．５�
２４ � アミフジリュージュ 牡４栗 ５７

５６ ☆田中 博康石井 義孝氏 浅野洋一郎 茨城 内藤牧場 ５１４＋１３１：２９．９４ ４３７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，３９９，３００円 複勝： ５８，２６２，４００円 枠連： ５３，６７６，０００円

普通馬連： １６９，９９４，７００円 馬単： １５８，４２４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，５０８，７００円

３連複： ２３４，５５８，９００円 ３連単： 発売なし 計： ７５７，８２４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２５０円 複 勝 � ４８０円 � １９０円 � ２１０円 枠 連（１－７） １，９７０円

普通馬連 �� ６，６２０円 馬 単 �� １６，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８２０円 �� ２，２４０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １２，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３８３９９３ 的中 � １３５０５（８番人気）
複勝票数 計 ５８２６２４ 的中 � ２６２８９（６番人気）� ９０２７９（２番人気）� ８０５４７（３番人気）
枠連票数 計 ５３６７６０ 的中 （１－７） ２０１８２（８番人気）
普通馬連票数 計１６９９９４７ 的中 �� １８９５９（２１番人気）
馬単票数 計１５８４２４６ 的中 �� ６８８９（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４５０８７ 的中 �� ５８５０（１９番人気）�� ４６９８（２６番人気）�� ２１６０５（５番人気）
３連複票数 計２３４５５８９ 的中 ��� １４１８８（３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３６．３―４９．３―１：０２．０―１：１３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヌ ー サ �
�
父 サクラローレル �

�
母父 ア フ リ ー ト

２００３．５．７生 牡５栗 母 ノーブルエターナル 母母 クイーンズメモリー ５戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 カマーバンド号・ケージーファントム号・コアレスレーサー号・ダイワパンテーラ号・ニシノフジヤマ号・

ユーワファントム号
※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。



０３０６９ ２月１７日 曇 良 （２０東京１）第６日 第９競走 ��
��１，６００�テ レ ビ 山 梨 杯

発走１４時２５分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
テレビ山梨賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１１ アドマイヤディーノ 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７６－１２１：３４．４ ２．９�

８１５ ユウタージャック 牡６鹿 ５７ 武士沢友治上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７８－１０１：３４．５� ８．９�
４８ コアレスコジーン �５鹿 ５７ 蛯名 正義小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４７２－ ４ 〃 ハナ ７．６�
１２ フィクシアス 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝井上 修一氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４７０± ０１：３４．８２ ５６．５�
３５ 	 マイネルシュピール 牡５黒鹿５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 英 Mrs S. F.
Dibben ５３６－１２１：３４．９� １０．８�

７１４ ナンヨーイースト 牡４青鹿５７ 柴田 善臣中村 �也氏 尾形 充弘 浦河 梅田牧場 ４６８± ０１：３５．０� ８．８�
８１６
 ストールンブライド 牝５鹿 ５５ 松岡 正海�野 葉子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４７６± ０１：３５．１クビ １１．０	
２４ シルクメガヒット 牝６黒鹿５５ 村田 一誠有限会社シルク武藤 善則 三石 水上 習孝 ４４８－ ２ 〃 クビ １４．２

５９ フサイチギャロップ 牡６青鹿５７ 田中 博康関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４３４＋ ８１：３５．２� ４０．２�
５１０ レ オ リ リ ー 牝６黒鹿５５ 嘉藤 貴行�レオ 田子 冬樹 浦河 江谷 重雄 ４５８＋ ２１：３５．３� １１４．１�
２３ マイネルグラシュー 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 桁牧場 ４９４＋１６１：３５．４クビ ６．４�
６１２ ダンシングボーイ 牡５鹿 ５７ 的場 勇人伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 北星村田牧場 B４８２＋ ６ 〃 クビ １７．０�
４７ ヤ ナ ギ ム シ 牡９栗 ５７ 岩部 純二井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 B５０８＋ ２１：３５．８２� ６７．９�
７１３ ヤクモオーカン 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥�山崎牧場 杉浦 宏昭 八雲 山崎牧場 B４６４＋ ４１：３６．１１� １６８．５�
３６ ステキナブロンコ 牝８芦 ５５ 丹内 祐次牧畠 清久氏 鈴木 勝美 浦河 斉藤 英 B４８６＋ ６１：３６．３１� ２８６．９�
１１ 	 ハギノセレクション 牡６栗 ５７ 中舘 英二日隈 良江氏 和田 正道 英 Cheveley Park

Stud Ltd ４９８＋１２１：３７．１５ １７４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，４２４，７００円 複勝： ６３，９６１，７００円 枠連： ５９，１７８，５００円

普通馬連： ２４８，３２９，１００円 馬単： １５３，８６２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，０６２，１００円

３連複： ２２６，９９７，７００円 ３連単： ５２８，２８８，２００円 計： １，３７８，１０４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � ２３０円 � ２２０円 枠 連（６－８） ７２０円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ２，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ５７０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ３，６３０円 ３ 連 単 ��� １７，７７０円

票 数

単勝票数 計 ４１４２４７ 的中 � １１６１５０（１番人気）
複勝票数 計 ６３９６１７ 的中 � １３０７３５（１番人気）� ６６３２３（４番人気）� ７１２２７（３番人気）
枠連票数 計 ５９１７８５ 的中 （６－８） ６１４０４（２番人気）
普通馬連票数 計２４８３２９１ 的中 �� １１０６４３（３番人気）
馬単票数 計１５３８６２４ 的中 �� ４０６６８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６０６２１ 的中 �� ２２５６２（３番人気）�� ２４９８８（２番人気）�� １３６５９（１４番人気）
３連複票数 計２２６９９７７ 的中 ��� ４６２５６（５番人気）
３連単票数 計５２８２８８２ 的中 ��� ２１９４４（２４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１１．１―１２．４―１１．９―１１．３―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．２―３４．３―４６．７―５８．６―１：０９．９―１：２１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３５．８
３ ・（７，１２）－５（９，１３）－（６，１４，１５）－（８，１６）（３，１１，１０）２，４－１ ４ ・（７，５）９，１２，１３，１４（６，１５）８，１６（３，１１，１０）（２，４）－１

勝馬の
紹 介

アドマイヤディーノ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．８．２０ 札幌２着

２００３．４．１８生 牡５鹿 母 アドマイヤセラヴィ 母母 フランクアーギュメント ２３戦４勝 賞金 ８３，９７７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 アブソリュート号・アンテリオール号・イノセントワールド号・エルロドリゴ号・キングオザー号・

コアレスストーム号・ジェイウォーク号・シンボリハレー号・スズノオオゴン号・スペシャルフロート号・
ダイワギブソン号・トウショウアタック号・トーヨーエーピー号・ナイキアプロード号・ニシノアンサー号・
ヒカルダイヤモンド号・ビーアデビル号・マイネヴェロナ号・モエレフィールド号・ヤマニントゥドロワ号



０３０７０ ２月１７日 曇 良 （２０東京１）第６日 第１０競走 ��
��２，１００�

きんてい

金蹄ステークス
発走１５時００分 （ダート・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

６１１ エスケーカントリー 牡４黒鹿５６ 横山 典弘木村 直樹氏 武市 康男 三石 萩澤 泰博 ５０８＋１０２：１２．２ ８．６�

８１６ ヴァンデグローブ 牡５栗 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５２０－ ６２：１２．４１� ３．２�
（大井）

１１ メイショウゲンスイ 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５０６＋ ４ 〃 アタマ ４．７�
１２ コウエイノホシ 牡５栗 ５７ 江田 照男伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４９８＋ ４２：１２．７２ １６．８�
２４ ケアレスウィスパー 牝４栗 ５４ 吉田 隼人吉田 勝己氏 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ２２：１２．８クビ ６６．０�
３５ シルククルセイダー 牡５栗 ５７ 津村 明秀有限会社シルク領家 政蔵 門別 タバタファーム ５１８－１０ 〃 ハナ ６．６�
３６ � コンプレッソ 牡５鹿 ５７ 田中 博康藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Pegasus Blood-

stock USA, Inc. ４８６－ ２２：１３．０１� ７３．６	
４８ ウインルーセント 牡４栗 ５６ 石橋 脩
ウイン 佐々木晶三 浦河 桑田 正己 ５０６－ ４２：１３．１� １６．３�
７１４ ピサノフィリップ 牡７鹿 ５７ 中舘 英二市川 義美氏 田所 清広 静内 クドウファーム ４９４－ ８２：１３．４１	 ２６．２�
５９ ピースデザイン 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５５０＋ ２２：１３．７１	 ８．５
８１５ ストラディヴァリオ 牡５芦 ５７ 村田 一誠�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ５４０－ ４２：１４．３３� ９．０�
６１２ ウルフボーイ 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義�グランド牧場 萱野 浩二 静内 グランド牧場 ４８６－ ２２：１４．８３ ４７．３�
４７ シ ュ ン サ イ 牡９鹿 ５７ 小野 次郎石川 博氏 川村 禎彦 新冠 ベルモント

ファーム ５１４－ ４２：１４．９	 ２２２．５�
５１０ リスキーアフェア 牡６黒鹿５７ 木幡 初広臼田 浩義氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１０＋ ８２：１５．０	 ７９．３�
２３ 
 ジュークジョイント 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９８－ ４２：１５．２１� ９６．５�
７１３ エプソムドン 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次 
ジャパン・

ホースマン・クラブ 岩城 博俊 浦河 宮内牧場 ５４２＋１４２：１７．２大差 ３８４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５６，８３４，６００円 複勝： ８９，０１８，８００円 枠連： ８０，３９５，５００円

普通馬連： ３３７，６７４，５００円 馬単： ２０７，２９６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，４８０，１００円

３連複： ３１６，１２２，１００円 ３連単： ７１５，７１６，２００円 計： １，８７７，５３８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２４０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（６－８） ８５０円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� ３，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ５５０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，７００円 ３ 連 単 ��� １１，２７０円

票 数

単勝票数 計 ５６８３４６ 的中 � ５２５６０（５番人気）
複勝票数 計 ８９０１８８ 的中 � ７９７４６（５番人気）� １８２１４７（１番人気）� １７４８８５（２番人気）
枠連票数 計 ８０３９５５ 的中 （６－８） ７０５８５（２番人気）
普通馬連票数 計３３７６７４５ 的中 �� １７０６６４（４番人気）
馬単票数 計２０７２９６７ 的中 �� ４９５７９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４４８０１ 的中 �� ３２８１９（４番人気）�� ３２２２４（５番人気）�� ５７７６７（１番人気）
３連複票数 計３１６１２２１ 的中 ��� １３７４０８（２番人気）
３連単票数 計７１５７１６２ 的中 ��� ４６８７５（１５番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．８―１２．６―１３．３―１２．８―１２．９―１１．９―１２．１―１２．４―１２．８―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．７―１８．５―３１．１―４４．４―５７．２―１：１０．１―１：２２．０―１：３４．１―１：４６．５―１：５９．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エスケーカントリー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２００６．６．１８ 福島１０着

２００４．４．１９生 牡４黒鹿 母 ホクトブルーバード 母母 ホクトフローラ １１戦４勝 賞金 ５５，９６７，０００円
※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 エーシンピーシー号・オートゼウス号・ゲイルバニヤン号・スズライトアップ号・セルフリスペクト号・

デイフラッシュ号・バトルハートオー号・フサイチギガダイヤ号・マイネルテセウス号・メジロバーミューズ号・
リオサンバシチー号

※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。



０３０７１ ２月１７日 曇 良 （２０東京１）第６日 第１１競走 ��
��３，４００�第５８回ダイヤモンドステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時３５分 （芝・左）

４歳以上，１９．２．１０以降２０．２．１１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 ５１８，０００円 １４８，０００円 ７４，０００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

５８ アドマイヤモナーク 牡７鹿 ５７．５ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２３：３３．６ ３．６�

１１ コ ン ラ ッ ド 牡６青 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム B５１６± ０３：３４．０２� ５．２�
８１３ レーザーズエッジ 牡６鹿 ５０ 大野 拓弥泉 俊二氏 石毛 善彦 静内 グランド牧場 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ７５．３�
６９ エーシンダードマン 牡４青鹿５３ 松岡 正海平井 宏承氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４８０－１６ 〃 アタマ ９．９�
７１１ マンハッタンスカイ 牡４黒鹿５３ 柴田 善臣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５２８＋ ８３：３４．３２ １４．０�
８１４ テイエムプリキュア 牝５黒鹿５０ 酒井 学竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ５００－ ２ 〃 ハナ １９．４	
７１２ エフティイカロス 牡４黒鹿５３ 蛯名 正義吉野 英子氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４７６－ ２ 〃 クビ ９．６

３３ ゴーウィズウィンド 牡９黒鹿５１ 北村 宏司岡田 牧雄氏 国枝 栄 新冠 オートファー

ム �渡 B４７６－ ２３：３４．４クビ １１２．４�
４５ チェストウイング 牡７黒鹿５３ 田中 博康臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ ５１．６
６１０ ブラックアルタイル �６黒鹿５５ 吉田 隼人 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４８６－ ２３：３４．６１� ６．３�
３４ トウカイワイルド 牡６黒鹿５５ 内田 博幸内村 正則氏 中村 均 浦河 岡部牧場 ４９４－ ８ 〃 アタマ １３．３�

（大井）

５７ ラムタラプリンス 牡７鹿 ５１ 丹内 祐次風間 栄輔氏 久保田貴士 静内 井高牧場 ４３４－ ８３：３４．７クビ １３．７�
２２ ブリットレーン 牡９黒鹿４８ 田面木博公 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加賀 武見 浦河 昭和牧場 ５０２－ ４３：３５．５５ ９７．９�
４６ ミストラルクルーズ 牡５鹿 ５３ 横山 典弘 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４９８＋１２３：３５．９２� ９．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１３，４４９，０００円 複勝： １５７，１６６，５００円 枠連： １８１，４８３，５００円

普通馬連： ９３４，１７４，７００円 馬単： ５３３，１８８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８５，５６５，９００円

３連複： ９５３，６７６，５００円 ３連単： ２，１０５，６４３，０００円 計： ５，１６４，３４８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � １，３５０円 枠 連（１－５） ８８０円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ５，３５０円 �� ６，５３０円

３ 連 複 ��� ４３，８４０円 ３ 連 単 ��� １７４，０８０円

票 数

単勝票数 計１１３４４９０ 的中 � ２５２７３５（１番人気）
複勝票数 計１５７１６６５ 的中 � ３３７０３４（１番人気）� ２１０５１９（２番人気）� ２１４９７（１２番人気）
枠連票数 計１８１４８３５ 的中 （１－５） １５２３３８（３番人気）
普通馬連票数 計９３４１７４７ 的中 �� ５９８４９１（１番人気）
馬単票数 計５３３１８８９ 的中 �� １７７２４９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８５５６５９ 的中 �� ９７６１４（２番人気）�� ８１３６（５３番人気）�� ６６４７（５８番人気）
３連複票数 計９５３６７６５ 的中 ��� １６０５６（１２９番人気）
３連単票数 計２１０５６４３０ 的中 ��� ８９２７（６１５番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．７―１２．５―１２．８―１１．８―１２．４―１３．０―１４．０―１３．３―１２．５―１２．６―１２．８―１２．４―１２．０―１１．６―１１．５
―１２．８

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―２５．６―３８．１―５０．９―１：０２．７―１：１５．１―１：２８．１―１：４２．１―１：５５．４―２：０７．９―２：２０．５―２：３３．３

２，６００� ２，８００� ３，０００� ３，２００�
―２：４５．７―２：５７．７―３：０９．３―３：２０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→
」 上り４F４７．９―３F３５．９
１
�
１１－（６，４）１４（３，１２）－１０，８，９，２－（７，１３）－（１，５）
１１，４（６，３，１４）１２，８（２，１０）（７，９）（１３，５）１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤモナーク �
�
父 ドリームウェル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００３．１０．２６ 京都６着

２００１．２．２７生 牡７鹿 母 スプリットザナイト 母母 サ ウ ン ド ３９戦８勝 賞金 ２９２，７６７，０００円
※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。



０３０７２ ２月１７日 曇 良 （２０東京１）第６日 第１２競走 ��
��１，３００�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，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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

７１４� ア ル ヴ ィ ス 牝４黒鹿５５ 安藤 勝己 �キャロットファーム 角居 勝彦 米 WinStar
Farm, LLC ５０８－ ２１：１８．２ ５．０�

５１０ アプローズヒーロー 牡４鹿 ５７ 内田 博幸小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５４＋ ６１：１８．９４ ８．４�
（大井）

６１２ ノーリプライ �４芦 ５７ 松岡 正海�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：１９．０	 ４．５�
６１１ フォワードダンサー �５鹿 ５７

５６ ☆田中 博康岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 門別 インターナシヨナル牧場 ５３０－１６ 〃 ハナ １３８．４�
５９ セイウンマル 牡５黒鹿５７ 菊沢 隆徳西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４７２＋ ４１：１９．１
 ４２．６�
１１ トウショウガナー 牡４鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４９２－ ２１：１９．２クビ ２０．８	

３６ � サキノリュウオー 牡６鹿 ５７ 木幡 初広
原 富夫氏 大和田 稔 三石 信田牧場 ５１２＋ ２ 〃 クビ ４８．３�
１２ ハードランナー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４８８＋ ２１：１９．３クビ １３．８�
７１３ ピサノヨシツネ 牡６栗 ５７ 田中 勝春市川 義美氏 河野 通文 新冠 松浦牧場 ５２２＋ ４ 〃 クビ ４．４
４７ フ リ ー モ ア 牡６栗 ５７ 津村 明秀堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 酒井 源市 ４７４－ ２ 〃 ハナ １０．３�
８１５� エイシンイーデン 牡６鹿 ５７ 中舘 英二平井 豊光氏 中竹 和也 加 Josham Farms

Limited ４８２＋ ２１：１９．４クビ ２７．０�
２３ � チョウカイモンド �６栗 ５７ 村田 一誠�平田牧場 中野 隆良 浦河 酒井牧場 ５００－ ２ 〃 クビ ２７．１�
４８ � ケイアイカールトン 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人亀田 守弘氏 松山 康久 米

H. J. Hendricks,
Roger Justice &
Rick Littrell

５０２－１０１：１９．７２ ２３．２�
２４ スキマチェリー 牡４栗 ５７ 武士沢友治チエリー商事� 嶋田 功 三石 嶋田牧場 ５０２± ０１：１９．８クビ １７２．７�
３５ ディスパーロ 牡５鹿 ５７

５４ ▲小島 太一 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B４９４± ０１：２０．４３
 １６．４�
８１６ ドリームウィン 牡４鹿 ５７ 小野 次郎平本 敏夫氏 根本 康広 門別 大江牧場 ４６８－ ８１：２０．８２
 ２５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５６，７７４，１００円 複勝： ８２，１３１，６００円 枠連： ８８，１７０，０００円

普通馬連： ３０５，３１１，８００円 馬単： １８９，０９８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ７５，６５６，７００円

３連複： ２９８，５７６，５００円 ３連単： ６６８，１０８，０００円 計： １，７６３，８２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １９０円 � ２５０円 � １８０円 枠 連（５－７） ７６０円

普通馬連 �� １，７１０円 馬 単 �� ３，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ５５０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ３，７３０円 ３ 連 単 ��� ２０，５００円

票 数

単勝票数 計 ５６７７４１ 的中 � ８９５９０（３番人気）
複勝票数 計 ８２１３１６ 的中 � １２５６８１（３番人気）� ７９０９５（４番人気）� １２７３３９（２番人気）
枠連票数 計 ８８１７００ 的中 （５－７） ８６１１８（２番人気）
普通馬連票数 計３０５３１１８ 的中 �� １３１９３２（５番人気）
馬単票数 計１８９０９８１ 的中 �� ３６０９０（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５６５６７ 的中 �� ２２９０４（６番人気）�� ３５６５０（３番人気）�� ２１８１７（８番人気）
３連複票数 計２９８５７６５ 的中 ��� ５９２１８（６番人気）
３連単票数 計６６８１０８０ 的中 ��� ２４０５８（３２番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．６―１１．６―１２．３―１１．７―１２．２―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．８―１７．４―２９．０―４１．３―５３．０―１：０５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ア ル ヴ ィ ス �
�
父 Mr. Greeley �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００６．１０．２８ 京都４着

２００４．３．３０生 牝４黒鹿 母 Extraterrestral 母母 Victorian Queen １６戦３勝 賞金 ３４，７８７，０００円
［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４５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）４５頭 アドマイヤベッカム号・アポロダヴィンチ号・ヴァンジェーロ号・エイワムサシ号・エーピーゴンタ号・

オポテューニティ号・オーシャンルミナス号・カイテキネオ号・キクノエンブレム号・グローバルボンバー号・
ケイアイスパイダー号・コペルニクス号・サクラワイズ号・ジェットバニヤン号・シャイニングムーン号・
シュウザンアイ号・スティリスタ号・スマートエッジ号・セトノヒット号・ゼンノスカイブルー号・
ゼンノリヴァーサル号・ダイワインパクト号・ダイワジーニアス号・タケデンサンバ号・ダンシングホーク号・
デアテンビー号・テラノフォースワン号・トレトレジョリ号・トワイニングイモン号・トーセンラヴ号・
ニードルポイント号・バリオン号・ヒカルラブハート号・ビッグポパイ号・ファルカタリア号・フジマサゴールド号・
ブライティアミラ号・ブラックシャドウ号・ホウショウルビー号・マルタラヴ号・ヨバンマツイ号・
ラオムフェーレ号・ラドランファーマ号・ワンモアフリート号・ワールドドン号

※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。



（２０東京１）第６日 ２月１７日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８９頭 本 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

２５６，４５０，０００円
１４，８２０，０００円
１，８７０，０００円
２８，４５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，８８３，５００円
５，１５２，０００円
１，９０８，９００円

勝馬投票券売得金
５０１，００４，０００円
７００，４７１，９００円
７１５，４００，４００円
２，７６４，１６６，９００円
１，９８７，２８２，３００円
６５６，７１５，９００円
３，０７７，８０１，０００円
４，０１７，７５５，４００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 １４，４２０，５９７，８００円

総入場人員 ４２，３１３名 （有料入場人員 ４１，３７３名）




