
０３０７３ ２月２３日 晴 良 （２０東京１）第７日 第１競走 ２，１００�サラブレッド系３歳
発走１０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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

４７ ヒーリングステージ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲佐藤 聖也丸岡 啓一氏 菊川 正達 門別 ナカノファーム B４８８＋ ４２：１６．１ ５０．４�

７１４ ヴ ァ ル ナ 牡３栗 ５６ 加藤士津八桐谷 茂氏 加藤 和宏 門別 碧雲牧場 ４５０－１０２：１６．２� ８．４�
２３ レオフロンティア 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥�レオ 杉浦 宏昭 浦河 宮内牧場 B４７６－ ４２：１６．４１� １８．１�
２４ オンワードメモリア 牝３芦 ５４

５２ △的場 勇人�オンワード牧場 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４３６＋ ２ 〃 クビ ３５．７�
６１１ エリザベススイート 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人吉田 昭一氏 加賀 武見 門別 白瀬 明 ４４６－ ２２：１６．７１� ２．２�
３５ マイネルレッチーノ 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 北星村田牧場 ４７４± ０２：１６．９１� ３．９�

５９ プッシュハート 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４７６－ ４２：１７．０� ７．９	
４８ ナッシュビル 牝３黒鹿５４ 五十嵐雄祐吉橋 計氏 戸田 博文 門別 白瀬 明 ４８４－ ２２：１７．４２� ３８．８

６１２ リネンエース 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４４８－ ６ 〃 ハナ ６２．０�
３６ ビーボタンダッシュ 牡３芦 ５６

５３ ▲丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５００＋ ８ 〃 ハナ １１．８�
１２ ダンシングゴールド 牡３芦 ５６

５３ ▲池崎 祐介グランド牧場 �田 研二 静内 グランド牧場 B５０８－ ２２：１７．５クビ １５２．２�
１１ ムタファーゲスト 牡３鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗鈴木 芳夫氏 鈴木 勝美 新冠 ビッグレッドファーム ４６８－ ２２：１８．５６ １０５．６�
８１５ ヨシクリスエス 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎田辺 喜彦氏 嶋田 潤 新冠 隆栄牧場 B４８０－ ４２：１８．８２ ８０．６�
７１３ エムオーティンバー 牡３栗 ５６ 丹内 祐次大浅 貢氏 久保田貴士 門別 門別牧場 B４９６－１０２：２０．１８ ３０．４�
５１０ ステイパシフィック 牡３青鹿５６ 佐久間寛志酒井 芳男氏 嶋田 潤 三石 パシフイツク

牧場 B４３４＋ ６２：２０．３１� ２０３．６�
８１６ キョウエイライジン 牡３栗 ５６ 水出 大介田中 晴夫氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４４６－ ２２：２１．２５ １５２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２８５，６００円 複勝： ２６，８２９，２００円 枠連： ２３，４５４，３００円

普通馬連： ７６，５９２，５００円 馬単： ７０，４５８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８７６，３００円

３連複： １０８，２１７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３４７，７１３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，０４０円 複 勝 � １，７４０円 � ３３０円 � ５２０円 枠 連（４－７） ４，７５０円

普通馬連 �� ２３，３２０円 馬 単 �� ５０，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，２２０円 �� ５，３８０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ７５，６３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８２８５６ 的中 � ２８６０（１０番人気）
複勝票数 計 ２６８２９２ 的中 � ３６２４（１２番人気）� ２３９８７（４番人気）� １３６２１（６番人気）
枠連票数 計 ２３４５４３ 的中 （４－７） ３６５１（１４番人気）
普通馬連票数 計 ７６５９２５ 的中 �� ２４２４（４３番人気）
馬単票数 計 ７０４５８３ 的中 �� １０２９（８７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８７６３ 的中 �� ９３４（４７番人気）�� １０８２（４３番人気）�� ３４６１（１７番人気）
３連複票数 計１０８２１７３ 的中 ��� １０５６（１３４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１８．１―３０．６―４３．９―５７．２―１：１０．１―１：２３．５―１：３７．０―１：４９．５―２：０２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ヒーリングステージ �
�
父 サクラチトセオー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００７．１１．２５ 東京１５着

２００５．３．２２生 牡３黒鹿 母 スターフェスタ 母母 パラダイスムーン ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ダイワウィーク号



０３０７４ ２月２３日 晴 良 （２０東京１）第７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

７１３ 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± ０１：２６．０ １．６�

８１６ シルクイーグル 牡３鹿 ５６ 津村 明秀有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４８６＋ ６１：２６．９５ ７．５�
４７ 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 ４５４＋ ２１：２７．２２ １８．９�
３６ デュークレジェンド �３芦 ５６ 後藤 浩輝�富士開発 後藤 由之 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４４６－１６ 〃 ハナ ９．７�
８１５ ラビットヒビキ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ５０８± ０ 〃 ハナ ６．１�
２３ 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± ０１：２８．２６ ３６．０�
７１４ シーサンメイ 牝３栗 ５４ 小野 次郎 	天羽�治牧場 高木 登 浦河 三栄牧場 ４５４－１０１：２８．３クビ ６７．５

１１ サファリタイガー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信熊久保勅夫氏 鈴木 勝美 門別 石原牧場 ４９０＋２０１：２８．５１� ５２．３�
４８ フォンテーヌ 牝３栗 ５４

５２ △的場 勇人宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 谷口牧場 ４４４－ ４１：２８．７１� １８５．７�
５９ フジマサルビー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介藤原 正一氏 奥平 雅士 門別 下河辺牧場 ４８０－ ２１：２８．８クビ １８．８
６１２ ディアオリバー 牡３栗 ５６ 池田 鉄平桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 須崎牧場 ４４４－ ６ 〃 ハナ ５９．４�
３５ ミヤギフェアリー 牝３栗 ５４ 柴山 雄一菅原 光博氏 笹倉 武久 新冠 北星村田牧場 ４１８－１０ 〃 クビ １２６．６�
５１０ ガットストロング 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康齊藤四方司氏 河野 通文 門別 下河辺牧場 ４４０－ ４１：２９．４３� ８５．４�
１２ ナギサノハナ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩河内 孝夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４１４＋ ４１：２９．９３ ２３２．３�
２４ エムオーワールド 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大浅 貢氏 土田 稔 静内 片岡 博 B４４０－ ４１：３０．３２� ８８．７�
６１１ ドレストウショウ 牝３鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥トウショウ産業� 杉浦 宏昭 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４４６－１６１：３０．７２� ２１２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，０５６，４００円 複勝： ４０，３８５，１００円 枠連： ２９，３９５，１００円

普通馬連： ８４，５０８，５００円 馬単： ９０，１１１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，５８８，７００円

３連複： １１８，２６１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４１７，３０６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ２１０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ５２０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６０５６４ 的中 � １３０８６５（１番人気）
複勝票数 計 ４０３８５１ 的中 � １６９０６１（１番人気）� ４７２０８（３番人気）� ２５８７１（５番人気）
枠連票数 計 ２９３９５１ 的中 （７－８） １０４８９８（１番人気）
普通馬連票数 計 ８４５０８５ 的中 �� １２６３１６（２番人気）
馬単票数 計 ９０１１１７ 的中 �� ９７３９２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８５８８７ 的中 �� ３４７３２（２番人気）�� １２９７３（６番人気）�� ６８６１（１１番人気）
３連複票数 計１１８２６１１ 的中 ��� ４５７２４（７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．３―１２．９―１２．６―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．９―４８．８―１：０１．４―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーサムクラウン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１２．１６ 中山２着

２００５．４．５生 牡３黒鹿 母 エビスファミリー 母母 エビスベローチエ ４戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
〔制裁〕 シルクイーグル号の騎手津村明秀は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 クリームパフ号
（非抽選馬） ６頭 アーバンシチー号・ザドリームジュエル号・スナークイプシロン号・セイウンダイチ号・ヒラボクスマイル号・

ファイナルコート号



０３０７５ ２月２３日 晴 良 （２０東京１）第７日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

６１１ マジュスキュール 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�ターフ・スポート佐々木亜良 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４１６ ―１：４１．６ ５８．１�

８１６ ショウナンマライア 牝３芦 ５４ 吉田 豊�湘南 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３４ ―１：４２．０２� １２．２�

６１２ カオリホーク 牡３鹿 ５６ 津村 明秀川畑 �司氏 武市 康男 青森 大須賀牧場 ５００ ―１：４２．４２� ３．２�
３６ ダイワダイナミック 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５３０ ―１：４２．５� ４．６�
７１４ ポ ポ コ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰遠藤 喜松氏 西塚 安夫 門別 エンドレス

ファーム ４７４ ―１：４３．２４ １００．０�
３５ イマジンノココロヲ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 ４８６ ―１：４３．３� ２６．１	
５９ ケイアイパワフル 牡３栗 ５６ 中舘 英二亀田 守弘氏 池上 昌弘 静内 静内酒井牧場 ５１０ ―１：４３．４� ９．２

２３ アルファエミネント 牝３鹿 ５４ 土谷 智紀�貴悦 池上 昌弘 三石 田上 稔 ４８４ ―１：４３．５クビ １８．６�
７１３ レオスターダム 牡３黒鹿５６ 加藤士津八�レオ 加藤 和宏 浦河 バンダム牧場 ４８８ ―１：４３．７１� ６１．５
４７ ラビングトスカーナ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信釘田 秀一氏 小桧山 悟 門別 碧雲牧場 ４６２ ― 〃 ハナ ７０．１�
８１５ マ ス ヒ ミ コ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知上田 忠男氏 畠山 重則 穂別 小林 孝幸 ４０８ ―１：４４．４４ ２３２．１�
４８ ノボディオン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４７４ ―１：４４．７２ １７．１�
１１ ケーフライト 牝３鹿 ５４ 田中 勝春馬場瑛八郎氏 小島 茂之 門別 新井 昭二 ４５８ ―１：４５．０２ １６．７�
２４ ゴールデンドーター 牝３栗 ５４ 武 幸四郎楠田 均氏 大江原 哲 新冠 畔柳 作次 ４６２ ―１：４５．２１� ２４．０�
１２ シンボリブラント 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康シンボリ牧場 奥平 雅士 門別 シンボリ牧場 ４７８ ―１：４５．３� ４．７�
５１０ ワ タ シ ブ ネ 牡３栗 ５６ 池田 鉄平橋本 貢一氏 星野 忍 浦河 杵臼牧場 ５３０ ―１：４６．９１０ １２９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，１９９，９００円 複勝： ２２，３３１，１００円 枠連： ２４，５６５，５００円

普通馬連： ６９，７１９，５００円 馬単： ６３，８７７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５６２，８００円

３連複： ９２，９３１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３１３，１８８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，８１０円 複 勝 � １，５９０円 � ４４０円 � １６０円 枠 連（６－８） ２，０２０円

普通馬連 �� ２８，８５０円 馬 単 �� ７２，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，４８０円 �� ２，３００円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ２８，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９１９９９ 的中 � ２６０６（１１番人気）
複勝票数 計 ２２３３１１ 的中 � ２８３４（１３番人気）� １１８８１（５番人気）� ５０２０２（１番人気）
枠連票数 計 ２４５６５５ 的中 （６－８） ８９７７（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６９７１９５ 的中 �� １７８４（５８番人気）
馬単票数 計 ６３８７７６ 的中 �� ６４８（１２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５６２８ 的中 �� ６５４（６２番人気）�� ２１７９（２７番人気）�� ６０９９（６番人気）
３連複票数 計 ９２９３１６ 的中 ��� ２４１６（８７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２４．７―３７．４―５０．６―１：０３．６―１：１５．９―１：２８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．０
３ １４，１６（３，１２）－１１（１，８）（４，５，１５，６）１３（１０，７，９）＝２ ４ １４，１６，１２－３，１１－（８，６）－（１，５，９）１３（４，１５）７，１０－２

勝馬の
紹 介

マジュスキュール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Star de Naskra 初出走

２００５．４．２９生 牝３栗 母 キャピタルスルー 母母 Capitalization 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２３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２３頭 イイノソレ号・ウインプラチナム号・オリン号・オンニノアール号・グラスフラッシュ号・ゲンスイ号・

シトラスタチバーナ号・ストーンエイジ号・ソシアルチャーム号・ダヒルサヨ号・デルマリゲル号・
トウショウゲーム号・トーアスピカ号・トーセンユメオトメ号・トータルエクリプス号・ピーチグロウ号・
フォーチュンスリー号・ブルーベドウィン号・マルターズスクープ号・ヤマタケプリンセス号・リフレックス号・
ルートファイブ号・ロングナイト号



０３０７６ ２月２３日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０東京１）第７日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

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

４６ ウォーライクトニー 牡８栗 ６０ 山本 康志 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４９０－ ８３：２１．２ ２．３�

８１３ テンジンムサシ 牡７鹿 ６０ 浜野谷憲尚�テンジン 矢野 照正 幕別 ダービースタツド ５０８＋１４３：２１．４１ １１．３�
５８ スガーペンタイア 牡６黒鹿６０ 平沢 健治菅原光太郎氏 山田 要一 森 笹川大晃牧場 ５００± ０３：２２．２５ ２９．６�
７１１ トウカイハッスル 牡７黒鹿６０ 横山 義行内村 正則氏 成島 英春 平取 びらとり牧場 ４８２－ ６３：２２．７３ ５．９�
５７ フジヤマホーク 牡５鹿 ６０ 西谷 誠藤本 龍也氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８６－ ８３：２３．９７ １４．１�
３３ � アラメダキング 牡５栗 ６０ 柴田 大知櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米

Grade I Blood-
stock, Inc. &
Halcyon Farm

４６８－ ２３：２５．０７ １５１．３	
６９ � ダイワバンディット 牡７鹿 ６０ 穂苅 寿彦大城 敬三氏 増沢 末夫 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５００＋１４３：２５．７４ １６．９

２２ � トーヨーコジーン �５芦 ６０ 宗像 徹�トーヨークラブ 古賀 史生 米

Grapestock LLC &
Westwood Thor-
oughbreds LLC

５１０＋１０３：２８．３大差 ４５．８�
１１ キングケイザンオー 牡４栗 ５９ 高野 和馬増田 陽一氏 畠山 重則 三石 斉藤 正男 ４６０＋ ８３：２９．０４ ７４．５�
７１２ シルキーパンチ 牡８鹿 ６０ 大庭 和弥有限会社シルク嶋田 功 門別 正木 茂夫 ４６６＋１０３：３１．５大差 １２９．９
３４ フィギュアダンス 牝４栗 ５７ 蓑島 靖典栗嶋 豊明氏 坂本 勝美 門別 福満牧場 ４５２－ ２３：３５．７大差 １９３．９�
８１４ タイキエンデバー 牡７栗 ６０ 五十嵐雄祐�大樹ファーム 高橋 祥泰 大樹 大樹ファーム ４７４－ ４３：３７．７大差 １８．８�
４５ � サイレンスラダメス 牡５黒鹿６０ 白浜 雄造�辻牧場 岩戸 孝樹 浦河 辻 牧場 ４７２＋１８４：１５．１大差 ６０．４�
６１０ マイネルジュネス 牡５栃栗６０ 田中 剛 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 星野 忍 新冠 コスモビューファーム ４７０＋ ２ （競走中止） ３．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，０７２，１００円 複勝： ２２，５７４，０００円 枠連： ２５，０５６，９００円

普通馬連： ７１，２１３，５００円 馬単： ７２，８５２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０８４，２００円

３連複： １０７，６９１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３４０，５４４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ３３０円 � ３８０円 枠 連（４－８） ８００円

普通馬連 �� １，３６０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ６８０円 �� ３，２００円

３ 連 複 ��� ７，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２００７２１ 的中 � ７１０３６（１番人気）
複勝票数 計 ２２５７４０ 的中 � ７２６４８（１番人気）� １３８０５（５番人気）� １１８２５（６番人気）
枠連票数 計 ２５０５６９ 的中 （４－８） ２３２４１（４番人気）
普通馬連票数 計 ７１２１３５ 的中 �� ３８８１８（５番人気）
馬単票数 計 ７２８５２３ 的中 �� ２５８５４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０８４２ 的中 �� １０３５８（５番人気）�� ７８８２（６番人気）�� １５０６（３５番人気）
３連複票数 計１０７６９１３ 的中 ��� １０４８４（２４番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５２．９－３F ４０．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォーライクトニー �
�
父 ト ニ ー ビ ン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００３．６．２９ 福島６着

２０００．５．１５生 牡８栗 母 エアシャロン 母母 エ コ ル シ ユ 障害：３戦１勝 賞金 １３，２００，０００円
〔競走中止〕 マイネルジュネス号は，３号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 サイレンスラダメス号は，各障害で踏切りが不安定であったことについて障害調教注意。
※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 アルファルドベキア号・コマチ号・ヨシヴァーティカル号



０３０７７ ２月２３日 晴 良 （２０東京１）第７日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３５ 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 ４５６－ ２１：４９．３ １３．２�

７１４ レッズフィールド 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝中山 芳樹氏 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ４６８－ ６１：４９．４� ６．４�
４７ ダッシュアキチャン 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４３２－ ６１：４９．８２� ３４．９�
８１６ モエレタキオン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司中村 和夫氏 増沢 末夫 三石 上村 清志 ４７６－ ２１：５０．１１� ５．６�
１２ マルタカインプレス 牡３栗 ５６ 横山 典弘高橋 義和氏 清水 美波 浦河 高松牧場 ５４２－ ６１：５０．２� ３．８�
３６ ダンツショウグン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹山元 哲二氏 鈴木 勝美 様似 様似渡辺牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ３９．９�
６１１ コンベンション 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０± ０１：５０．３クビ ３．６	
５９ エイデンダンス 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介永田 清男氏 高木 登 平取 協栄組合 ４６０－１０ 〃 クビ ５３．５

２４ シルクマンハッタン 牡３青鹿５６ 江田 照男有限会社シルク境 征勝 門別 中館牧場 ４８２－ ４１：５０．６１� １５．３�
４８ ステージダンシング 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人松下 征弘氏 岩戸 孝樹 門別 日高大洋牧場 ４９４－ ２ 〃 ハナ ４７．１�
２３ トーセンコックス 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎島川 哉氏 栗田 博憲 三石 平野牧場 ４９０± ０１：５０．８１� ２０．５�
８１５ トップオブオアフ 牡３栗 ５６ 西田雄一郎横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 浦河 浦河土肥牧場 ４４６± ０１：５０．９� １８９．５�
１１ アンブロークン 牡３青鹿５６ 田中 勝春広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４６６＋ ４１：５１．３２� ８９．３�
５１０ ラッキーサムタイム 牡３鹿 ５６ 中舘 英二田中 昇氏 武藤 善則 浦河 惣田 英幸 ４５２－１２１：５１．６２ ３２．１�
６１２ タイムウイズゴー 牡３鹿 ５６

５４ △的場 勇人�コオロ 秋山 雅一 浦河 坂本 晴美 ４５８＋ ８１：５１．７� ４０１．７�
７１３ ホシノサプライズ 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康星野初太郎氏 後藤 由之 静内 タイヘイ牧場 ４０６± ０１：５５．８大差 １９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，８０８，９００円 複勝： ４３，７５４，５００円 枠連： ３２，２１９，０００円

普通馬連： １０８，００６，０００円 馬単： ９０，４６４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，５５２，８００円

３連複： １４０，７３４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４７４，５４１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ４１０円 � ２２０円 � ７２０円 枠 連（３－７） ２，２２０円

普通馬連 �� ３，５８０円 馬 単 �� ８，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� ３，９００円 �� ２，３５０円

３ 連 複 ��� ３２，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６８０８９ 的中 � １６０３４（５番人気）
複勝票数 計 ４３７５４５ 的中 � ２６９３９（５番人気）� ６３９４５（３番人気）� １３８０２（９番人気）
枠連票数 計 ３２２１９０ 的中 （３－７） １０７３３（１１番人気）
普通馬連票数 計１０８００６０ 的中 �� ２２２８８（１３番人気）
馬単票数 計 ９０４６４９ 的中 �� ７５６２（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２５５２８ 的中 �� ６６０７（１１番人気）�� ２０１８（４５番人気）�� ３３９８（２５番人気）
３連複票数 計１４０７３４９ 的中 ��� ３２３４（９９番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．８―１１．９―１３．４―１２．７―１２．５―１１．５―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２３．８―３５．７―４９．１―１：０１．８―１：１４．３―１：２５．８―１：３７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．０

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

勝馬の
紹 介

ビービーモデナ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 バンブーアトラス デビュー ２００７．１０．８ 東京６着

２００５．５．３生 牝３芦 母 マイパーソロン 母母 ファイブワンカレン ５戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔制裁〕 タイムウイズゴー号の騎手的場勇人は，発走後内側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 ホシノサプライズ号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症。なお，同馬は死亡。
※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 サンサンサン号・バリュアブルズ号・マウイジャカランダ号・メイシーズパレード号



０３０７８ ２月２３日 晴 良 （２０東京１）第７日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

１２ マキシマムラン 牡３鹿 ５６ 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 静内 岡田スタツド ５１０－１０１：２６．０ ３．７�

５９ アイオロスシチー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 上山牧場 ５１４－ ８１：２６．６３� ７．０�
６１１ レッツゴーヒチョリ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５２６－ ４１：２６．８１ １３．１�
７１４ メジロシーゴー 牝３栗 ５４

５１ ▲草野 太郎メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B４５０± ０ 〃 クビ １１７．６�
３５ ヴァルドルフ 牡３栗 ５６ 石神 深一片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４３６± ０１：２７．１１� ３．５�
２４ サンクスヘヴン 牡３黒鹿５６ 石橋 脩星野 祐介氏 相沢 郁 門別 目黒牧場 ４６２－ ６１：２７．４１� ４９．６�
３６ ジ フ ァ ー ル 牝３栗 ５４

５３ ☆田中 博康坂田 行夫氏 清水 英克 様似 山本 和彦 ４２４＋ ４１：２７．６１ １０．９	
１１ � イナズマレオ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹小泉 賢悟氏 
田 研二 新冠 ヒノデファーム ４７０± ０１：２７．７� ３６．６�
７１３ イースタンリバー 牡３栗 ５６ 武 幸四郎千明牧場 鈴木 伸尋 門別 千明牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ １４．４�
４８ ヨシカツゾー 牡３芦 ５６ 田中 勝春古川 智洋氏 佐藤 吉勝 静内 岡田牧場 ５０２± ０１：２７．８� １１．３
８１５� ネイチャーグロウ 牡３青鹿５６ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 ４６８＋ ２１：２７．９� ５８．９�
４７ マルマツフライト 牡３栗 ５６ 中舘 英二松田 敏雄氏 和田 正道 浦河 村下牧場 ４８２－ ４１：２８．３２� １７．６�
６１２ ウイングフット 牝３栗 ５４ 丹内 祐次加藤 信之氏 阿部 新生 門別 加藤ステーブル ４６４＋ ２１：２８．５１� ８３．０�
５１０� パシコジャスティス 牡３鹿 ５６

５４ △的場 勇人酒井 芳秀氏 清水 美波 三石 パシフイツク
牧場 ４６２± ０１：２８．６� ２９１．５�

８１６ ダイワアンリ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 静内 千代田牧場 ４９０＋ ２１：２９．０２� １４．０�
２３ ブイチャレンジ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４６２－ ７１：２９．１� １０６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６３１，５００円 複勝： ３２，０２０，０００円 枠連： ３３，４６５，６００円

普通馬連： ９９，８９２，４００円 馬単： ８１，６４７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０１１，４００円

３連複： １２６，３７２，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４２６，０４０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � ３３０円 枠 連（１－５） １，６００円

普通馬連 �� １，５７０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ９００円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ６，７００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４６３１５ 的中 � ５３８０７（２番人気）
複勝票数 計 ３２０２００ 的中 � ６５６１８（２番人気）� ３０４６７（３番人気）� ２１９４３（６番人気）
枠連票数 計 ３３４６５６ 的中 （１－５） １５５１４（８番人気）
普通馬連票数 計 ９９８９２４ 的中 �� ４７２０２（３番人気）
馬単票数 計 ８１６４７０ 的中 �� ２１２０７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０１１４ 的中 �� １０３５２（４番人気）�� ７７０４（８番人気）�� ４０７１（２１番人気）
３連複票数 計１２６３７２５ 的中 ��� １３９３３（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．８―４８．１―１：００．１―１：１２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マキシマムラン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１０．２８ 東京６着

２００５．４．４生 牡３鹿 母 ストーミーラン 母母 ウインドオブサマー ４戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アトラスシーダー号・アバレダイコ号・スズノカイソク号・バーニングブライト号



０３０７９ ２月２３日 晴 良 （２０東京１）第７日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・左）

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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

２４ リーズレセプション 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹�佐藤牧場 藤原 辰雄 早来 ノーザンファーム ５００＋１４１：３８．７ ６．４�
（法６３４）

１２ ニシノテンカ 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４７０± ０１：３８．８� ２．０�
５９ � 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 ５４２－ ８１：３８．９クビ ４．９�
３５ シルクスターシップ 牡５芦 ５７ 二本柳 壮有限会社シルク尾形 充弘 静内 千代田牧場 ５１０＋ ４１：３９．２２ ９．３�
３６ エバンジェリスト �５鹿 ５７ 横山 典弘吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ １２．２�
７１４ グリンガレット 牡６鹿 ５７ 津村 明秀�ターフ・スポート相沢 郁 静内 聖心台牧場 B４８４－ ２１：３９．４１� １５．９	
４８ � エ ア ル ー ア 牝４芦 ５５ 加藤士津八 
ラッキーフィールド加藤 和宏 様似 猿倉牧場 ４２２－１６１：３９．５クビ ５９．２�
４７ タツエンペラー 牡４栗 ５７ 江田 照男鈴木 昭作氏 石毛 善彦 新冠 パカパカ

ファーム ５２２＋１３１：３９．８１� ８１．３�
６１１ ノーキュアノーペイ 牡４青 ５７ 吉田 隼人
アカデミー 笹倉 武久 新冠 清水 克則 ５５２＋２６１：３９．９� ３１．１
６１２� ヒドゥンアジェンダ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：４０．６４ ３２．３�
８１６ ダイワネバダ 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５４４－１２１：４１．１３ １２５．８�
７１３ ホクセツカントリー 牡４栗 ５７ 北村 宏司平島 尚武氏 根本 康広 静内 八田ファーム ５００＋ ４ 〃 クビ ２８７．１�
１１ � エイトサンデー 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５２０＋ ３１：４１．２クビ ９１．８�
５１０ ローレルエルドラド 牡５鹿 ５７

５５ △的場 勇人 
ローレルレーシング 清水 美波 門別 タバタファーム ４４８＋２０ 〃 クビ １４９．６�
２３ � カツイチヴィーナス 牝５鹿 ５５ 鈴来 直人勝一愛馬倶楽部 鈴木 伸尋 様似 様似堀牧場 ４９２＋１６１：４１．４１	 ２１０．１�
８１５� ケーライアン 牡５鹿 ５７

５６ ☆田中 博康馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ５５２＋１８１：４２．１４ ２６４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，８００，３００円 複勝： ４５，４２４，７００円 枠連： ３５，１６９，５００円

普通馬連： １１５，７８７，６００円 馬単： １１３，１０５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，２２８，３００円

３連複： １５１，２２７，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５２５，７４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（１－２） ５４０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ５４０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１８００３ 的中 � ３９２３１（３番人気）
複勝票数 計 ４５４２４７ 的中 � ５７１５１（３番人気）� １７９３８４（１番人気）� ６０７９０（２番人気）
枠連票数 計 ３５１６９５ 的中 （１－２） ４８５２１（２番人気）
普通馬連票数 計１１５７８７６ 的中 �� １５２４１２（１番人気）
馬単票数 計１１３１０５４ 的中 �� ５３７３３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３２２８３ 的中 �� ３６１５８（２番人気）�� １３２７７（６番人気）�� ３６５６９（１番人気）
３連複票数 計１５１２２７５ 的中 ��� １０３４７６（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．１―３６．２―４８．８―１：０１．６―１：１３．８―１：２５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーズレセプション �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Housebuster デビュー ２００７．７．７ 福島３着

２００４．１．１６生 牡４黒鹿 母 ルビーベイビー 母母 On the Bench ７戦２勝 賞金 ２０，３５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 アントレウエルス号・ケージーファントム号・シーリーコート号・ダイワパンテーラ号・ユノブラッキー号



０３０８０ ２月２３日 曇 良 （２０東京１）第７日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５５分 （芝・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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

７１４ シュヴァルドール �５栗 ５７ 五十嵐雄祐 �社台レースホース大江原 哲 白老 白老ファーム ４４０－ ６１：３４．８ ７．９�

４８ ロコロンドン 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介堤 賢一氏 堀 宣行 門別 下河辺牧場 ４５６＋１２ 〃 クビ ４５．８�
８１６ カツヨカムトゥルー 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣丹羽 茂文氏 中野渡清一 三石 嶋田牧場 ４５８＋ ４１：３５．０１� ４．５�
８１５	 ライフブリーズ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 �田 研二 静内 岡田スタツド ４４０＋ ８１：３５．１� １２．８�
６１２ ケイアイハイタイド 牡４青 ５７ 武 幸四郎亀田 守弘氏 柴崎 勇 静内 大滝 康晴 ５０４＋２０１：３５．３１ ４４．２�
５９ ウエスタンヒート 牡４鹿 ５７ 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ４６８＋ ８１：３５．６１
 １４．３	
４７ プリンセスドルチェ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊吉田 勝己氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４４４＋１２１：３５．７� ３．２

１１ フラワータキシード 牡４鹿 ５７ 村田 一誠花垣 春男氏 本間 忍 門別 海馬澤 誠治 ４６８＋２２ 〃 ハナ ２５．２�
１２ ニ キ テ ィ ス 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人田中 晴夫氏 矢作 芳人 静内 藤平 和実 ５０２－１２ 〃 ハナ ３２．６�
３６ � ダノンデインヒル 牡４鹿 ５７ 横山 典弘ダノックス 藤沢 和雄 愛

Swersky and
Associates and
Orpendale

５１２＋１６１：３５．８クビ ７．９�
２４ ニシノウェーブ 牡５栗 ５７ 高山 太郎西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ １１．８�
６１１ メアリーステラ 牝５黒鹿５５ 田中 勝春�ヤナガワ牧場 栗田 博憲 門別 ヤナガワ牧場 ５０２＋ ４１：３６．１２ ４７．４�
３５ コスモリリー 牝４栗 ５５ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 向別牧場 ４１４＋ ６１：３６．４１
 ８９．４�
５１０ ジョウノパンジー 牝４鹿 ５５ 北村 宏司小川 義勝氏 古賀 慎明 門別 三城牧場 ４３２－ ８１：３６．７１
 １１．４�
２３ マイネディアマンテ 牝４鹿 ５５

５３ △的場 勇人 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 秋山 雅一 新冠 川上牧場 ４３８± ０１：３８．０８ ２８３．０�

７１３	 シ グ ナ ス 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥永田 清男氏 高木 登 三石 川端牧場 B４４０－ ７１：３９．９大差 ２７０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，９６３，９００円 複勝： ４１，７５３，０００円 枠連： ４５，０８０，３００円

普通馬連： １３８，５０７，６００円 馬単： １０９，８８４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，３０３，２００円

３連複： １６９，７７２，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５７４，２６５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２３０円 � ９００円 � １８０円 枠 連（４－７） １，２１０円

普通馬連 �� ２３，８９０円 馬 単 �� ４３，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７２０円 �� ４９０円 �� ３，３６０円

３ 連 複 ��� ３１，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２９６３９ 的中 � ３３２２５（３番人気）
複勝票数 計 ４１７５３０ 的中 � ４９０６７（３番人気）� ９３０５（１１番人気）� ７５９４５（１番人気）
枠連票数 計 ４５０８０３ 的中 （４－７） ２７５５６（５番人気）
普通馬連票数 計１３８５０７６ 的中 �� ４２８０（５９番人気）
馬単票数 計１０９８８４４ 的中 �� １８５９（１１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６３０３２ 的中 �� １７９３（５８番人気）�� ２０１０８（２番人気）�� ２５３８（４５番人気）
３連複票数 計１６９７７２６ 的中 ��� ３９６７（１０６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．３―１１．８―１２．４―１１．９―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．１―３４．４―４６．２―５８．６―１：１０．５―１：２２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュヴァルドール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Theatrical デビュー ２００６．５．２１ 東京２着

２００３．４．２６生 �５栗 母 ア セ マ 母母 Lady of the Light ９戦２勝 賞金 １９，７８６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シグナス号は，平成２０年３月２３日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 コアレスレーサー号・ジョウノオアシス号・マジックカイマナ号・メタルビーズ号



０３０８１ ２月２３日 曇 良 （２０東京１）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

ち ょ う ふ

調 布 特 別
発走１４時３０分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

３３ スズノオオゴン 牡５鹿 ５７ 横山 典弘小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５４± ０２：０１．３ ２．６�

３４ � コアレスストーム �５鹿 ５７ 小野 次郎小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi
Kobayashi ５１０－ ８ 〃 クビ ９．２�

５８ コスモオースティン 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 三石 坂本牧場 ４８６＋ ２ 〃 アタマ ９．６�
８１４ アブソリュート 牡４黒鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６６－ ６２：０１．４クビ ８．４�
４５ オウシュウヘイロー 牡４鹿 ５６ 大野 拓弥西村 專次氏 杉浦 宏昭 浦河 村下 清志 ４７０－ ４２：０１．５	 ５６．７�
５７ シ グ ナ リ オ 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ２ 〃 アタマ ５．０�
４６ リバイバルシチー 牡４鹿 ５６ 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 ４９６＋ ２２：０１．８１	 ３０．５

７１２ トーセンジョーカー 牡５栗 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 ４６２＋ ４２：０２．１２ ８．７�
２２ 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 B４７８－ ４２：０２．３１ ４５．５
６９ 
 チェリークラウン 牡４栗 ５６ 蛯名 正義櫻井倶楽部 小西 一男 鵡川 上水牧場 ４９０－ ４ 〃 クビ ８．８�
１１ エルロドリゴ 牡７鹿 ５７ 田面木博公吉田 喬氏 蛯名 信広 門別 白井牧場 ４７２＋１０２：０２．４� １４２．４�
７１１ シンボリモーガン �８鹿 ５７ 津村 明秀シンボリ牧場 鈴木 伸尋 静内 シンボリ牧場 ４２２＋ ２２：０２．５� ４６．４�
６１０ ヤマニントゥドロワ 牝７芦 ５５ 石橋 脩土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４０６＋ ４２：０２．６� １６４．２�
８１３
 ア カ ワ イ ン 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次樋口 恵一氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ５２０＋ ２２：０４．７大差 ２８９．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３７，５１９，７００円 複勝： ５３，３２４，１００円 枠連： ４７，４４６，６００円

普通馬連： ２０１，７３３，１００円 馬単： １２５，７７６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，７９３，５００円

３連複： １７２，７７４，８００円 ３連単： ４３２，６９５，４００円 計： １，１１６，０６４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ２５０円 � ２２０円 枠 連（３－３） ９７０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ４５０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ２，４３０円 ３ 連 単 ��� ９，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３７５１９７ 的中 � １１５２４０（１番人気）
複勝票数 計 ５３３２４１ 的中 � １４３５５５（１番人気）� ４６５２１（５番人気）� ５５３１２（４番人気）
枠連票数 計 ４７４４６６ 的中 （３－３） ３６１２８（４番人気）
普通馬連票数 計２０１７３３１ 的中 �� １４６１１８（４番人気）
馬単票数 計１２５７７６８ 的中 �� ５２７２２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４７９３５ 的中 �� ２６５５１（３番人気）�� ２５３２４（４番人気）�� １１４５８（１１番人気）
３連複票数 計１７２７７４８ 的中 ��� ５２６２１（７番人気）
３連単票数 計４３２６９５４ 的中 ��� ３２９１５（１６番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．２―１１．８―１１．８―１２．０―１２．１―１２．０―１１．３―１２．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．３―３７．１―４８．９―１：００．９―１：１３．０―１：２５．０―１：３６．３―１：４８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズノオオゴン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００６．１．８ 中山４着

２００３．３．１５生 牡５鹿 母 マリリンモモコ 母母 ピーチクリアー １５戦３勝 賞金 ５２，６２０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 ジョースマイル号・スーパーキャノン号・ダイワバゼラード号・ネヴァートルネード号・フェスティヴナイト号・

マイネルファヴール号



０３０８２ ２月２３日 曇 良 （２０東京１）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�

はくれい

白嶺ステークス
発走１５時０５分 （ダート・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

５９ パレスショットガン 牡４鹿 ５７ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４６６± ０１：３８．２ ２．４�

６１１ タマモグレアー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５３４＋ ４ 〃 クビ １０．７�
４８ � サンワードラン 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝古谷 敏明氏 白井 寿昭 米 Silverleaf

Farms, Inc. ５０６± ０１：３８．４１� ９．７�
７１４� リオサンバシチー 牡８鹿 ５７ 木幡 初広 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 加

Black Canyou
Thoroughbreds
Ltd.

４９８－ ４１：３８．５	 １９．５�
２４ � フサイチギガダイヤ 牡５鹿 ５７ 村田 一誠関口 房朗氏 森 秀行 米 ClassicStar ４７４＋ ８１：３８．７１� １２０．４�
６１２ ホーマンオブジェ 牡８栗 ５７ 勝浦 正樹久保 久人氏 安田 隆行 浦河 大島牧場 ５０２－ ６１：３９．０２ １１．４�
８１６ タケデンイーグル 牡６鹿 ５７ 石神 深一武市 弘氏 石栗 龍彦 浦河 安藤牧場 ５０６－ ４１：３９．３１
 ５９．１	
２３ スプリングヘッド 牡４鹿 ５７ 津村 明秀加藤 春夫氏 相沢 郁 静内 三宅牧場 ４８０－ ２１：４０．２５ １０．４

５１０ ホーマンブラヴォー 牡６栗 ５７ 吉田 隼人久保 久人氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４９２± ０１：４０．３	 ４１．３�
３６ � ミスターモナルコス 牡４鹿 ５７ 石橋 脩加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn

Farm, Inc. ４７６－ ８１：４０．５１	 １２．９�
８１５� フサイチウィード 牡６鹿 ５７ 田中 剛関口 房朗氏 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes B５０６± ０１：４０．６クビ ３８．４
１１ ピ オ ー ネ 牡８鹿 ５７ 柴山 雄一名古屋友豊� 作田 誠二 新冠 早田牧場新

冠支場 ５３２－ ２１：４０．８１	 ７８．０�
３５ タガノエスペランサ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春八木 昌司氏 加藤 征弘 新冠 越湖牧場 ４５４－ ４ 〃 ハナ １９．７�
１２ ハネダテンシ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義鈴木 とし氏 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４８８－ ２１：４２．１８ ２０．８�
７１３ スターフォワード 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４７８－ ６ 〃 クビ ７．５�
４７ メジロバーミューズ 牝６鹿 ５５ 安藤 光彰�メジロ牧場 菊川 正達 伊達 メジロ牧場 ４８８＋ ８１：４３．０５ ８１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，５６９，８００円 複勝： ６２，７０３，４００円 枠連： ５６，７４０，８００円

普通馬連： ２３９，３４１，５００円 馬単： １５０，０１１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，５５６，６００円

３連複： ２２４，８８５，４００円 ３連単： ４９５，４２３，５００円 計： １，３２８，２３２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ２８０円 � ２６０円 枠 連（５－６） ６６０円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ６１０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ４，５００円 ３ 連 単 ��� １９，１８０円

票 数

単勝票数 計 ４０５６９８ 的中 � １３５１１９（１番人気）
複勝票数 計 ６２７０３４ 的中 � １９３９７５（１番人気）� ４６８５９（５番人気）� ５１６４５（４番人気）
枠連票数 計 ５６７４０８ 的中 （５－６） ６３５９９（１番人気）
普通馬連票数 計２３９３４１５ 的中 �� １２１３４９（５番人気）
馬単票数 計１５００１１４ 的中 �� ４６８０５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８５５６６ 的中 �� ２３７９７（５番人気）�� ２４５４７（４番人気）�� ８７２８（１６番人気）
３連複票数 計２２４８８５４ 的中 ��� ３６８９１（１０番人気）
３連単票数 計４９５４２３５ 的中 ��� １９０６８（２５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．３―１２．４―１２．８―１２．７―１２．８―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．１―３４．４―４６．８―５９．６―１：１２．３―１：２５．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パレスショットガン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００７．１．６ 京都１着

２００４．４．１１生 牡４鹿 母 マルゼンミケーラ 母母 ニアリーウェッド ８戦４勝 賞金 ５４，４６２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３４頭 アルヴィス号・ウィストラム号・ウエスタンクィーン号・ウルフボーイ号・オネストジョン号・オヤマハリケーン号・

ガブリン号・キタノリューオー号・キングトップガン号・ゲイルバニヤン号・ゴールドオアシス号・
サーチエネミー号・シャインウェーヴ号・スイートフィズ号・スウォードキャット号・ストラディヴァリオ号・
セイウンプレジャー号・セフティーステージ号・セルフリスペクト号・ダイイチミラクル号・タータンフィールズ号・
チェリスト号・トラストセレビー号・ノーザンキッズ号・ピサノフィリップ号・ビッグホワイト号・ペディクラリス号・
マルブツリード号・ミンティエアー号・メイショウゲンスイ号・ヤマタケゴールデン号・ユウコン号・
リスキーアフェア号・ルミナスポイント号



０３０８３ ２月２３日 曇 良 （２０東京１）第７日 第１１競走 ��
��１，６００�第４３回デイリー杯クイーンカップ（ＪｐｎⅢ）

発走１５時４０分 （芝・左）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金２，０００万円以
上の馬１�増

デイリースポーツ社賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６３０，０００円 １８０，０００円 ９０，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３６ リトルアマポーラ 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎 �社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８－１２１：３５．５ ２．９�

８１５ ライムキャンディ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５０４± ０１：３５．７１� １４．３�
５１０ ラ ル ケ ッ ト 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ４７０± ０ 〃 クビ ８．６�
２３ デヴェロッペ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊ディアレスト 加賀 武見 門別 福満牧場 ４８２－ ４１：３５．８� ６．２�
７１４ マイネウインク 牝３栗 ５４ 田中 博康 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム ４３６＋ ４１：３５．９	 ８３．６�
７１３ エフティマイア 牝３鹿 ５５ 蛯名 正義吉野 英子氏 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４３０－ ８１：３６．０クビ ２５．８	
６１２ スワンキーポーチ 牝３栗 ５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４６０－１２１：３６．１	 ８．４

８１６ パッションローズ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣�下河辺牧場 岡田 稲男 門別 下河辺牧場 ４９２－ ４ 〃 ハナ ９１．６�
４７ 
 マルターズオリジン 牝３鹿 ５４ 中舘 英二藤田与志男氏 水野 貴広 米 Yoshio Fujita ４６２－ ２１：３６．３１ １１．９�
６１１ シャランジュ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４２２＋ ４ 〃 クビ ９．４
３５ カレイジャスミン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４８８＋１０１：３６．４� １１．２�
４８ ルルパンブルー 牝３鹿 ５５ 吉田 隼人飯田 良枝氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４４２± ０１：３６．７２ ２１．１�
２４ リーガルアミューズ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４７０＋２０１：３６．８� ９９．２�
５９ マイネブリッツ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４４０＋ ８１：３７．２２� ５６．５�
１１ オールフォーミー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹有限会社シルク勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４７０＋ ２１：３７．５１	 １５３．１�
１２ ラヴドシャンクシー 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：３８．４５ ４５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９１，４４８，８００円 複勝： １２９，２９６，６００円 枠連： １１２，８６８，０００円

普通馬連： ６１０，３６３，７００円 馬単： ３６１，０３８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２８，４９７，１００円

３連複： ５８３，６４０，０００円 ３連単： １，３０４，７４３，６００円 計： ３，３２１，８９６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ４３０円 � ２３０円 枠 連（３－８） １，８４０円

普通馬連 �� ２，９９０円 馬 単 �� ４，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ５９０円 �� １，８７０円

３ 連 複 ��� ８，５８０円 ３ 連 単 ��� ３９，５５０円

票 数

単勝票数 計 ９１４４８８ 的中 � ２５４８８２（１番人気）
複勝票数 計１２９２９６６ 的中 � ３２２７５６（１番人気）� ６０５６５（８番人気）� １３９３７８（２番人気）
枠連票数 計１１２８６８０ 的中 （３－８） ４５３０９（９番人気）
普通馬連票数 計６１０３６３７ 的中 �� １５０６９７（９番人気）
馬単票数 計３６１０３８７ 的中 �� ５９０１５（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２８４９７１ 的中 �� ２７３８２（１３番人気）�� ５６５１７（３番人気）�� １６２７２（２７番人気）
３連複票数 計５８３６４００ 的中 ��� ５０２１８（２１番人気）
３連単票数 計１３０４７４３６ 的中 ��� ２４３５２（１０８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．７―１２．３―１２．６―１１．４―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．３―４７．６―１：００．２―１：１１．６―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リトルアマポーラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００７．１２．８ 阪神１着

２００５．１．２４生 牝３黒鹿 母 リトルハーモニー 母母 ルイジアナピット ４戦３勝 賞金 ５８，６３０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アイリッシュカフェ号・テングジョウ号・プティマカロン号・リーベストラウム号
（非抽選馬） ２頭 サンライトポリニア号・リザルト号



０３０８４ ２月２３日 曇 良 （２０東京１）第７日 第１２競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１５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

２：２８．６
２：２８．６

不良

不良

５９ � マキバスマイル 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 勝川牧場 ４９４＋ ２２：３５．１ ３．２�

３５ 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 ５４０－１４２：３５．３１� ３．７�
１２ � エターナルスマイル 牡６鹿 ５７ 伊藤 直人 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ５０８＋ ８２：３５．５	 ６．０�
６１２ マルブツクロス 牡５芦 ５７ 後藤 浩輝大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B５３２－ ２２：３５．７１� ６．７�
８１５ 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 ４９２－ ２２：３６．２３ ３４．０�
５１０� ダンシングタイガー 
５鹿 ５７ 吉田 豊岡田 牧雄氏 加藤 和宏 門別 インターナシヨナル牧場 ４７４－ ６ 〃 ハナ ３２．２	
８１６ 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± ０２：３６．３� ７１．０

６１１ 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 ５３４－ ２２：３６．８３ １９．５�
１１ ティンバーセブン 牡４栗 ５６ 大庭 和弥三宅 正義氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ５２６－ ４ 〃 アタマ ２３．７�
３６ � トップモンジュー 牡４鹿 ５５

５３ △的場 勇人横瀬 兼二氏 森 秀行 新 Windsor Park
Stud Ltd ４２２－ ６２：３７．０	 ３１．５

２３ ウインバリエンテ 
７鹿 ５７ 安藤 光彰�ウイン 清水 英克 新冠 森永 正志 B４４６－ ８２：３７．２１� ３３．１�
４７ サクセスガーウィン 牡５鹿 ５７

５６ ☆田中 博康�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 笠松牧場 B４８２± ０２：３７．３	 ３２．８�
４８ ハイエンドクォーツ 牡５栗 ５７ 村田 一誠 �サンデーレーシング 本間 忍 追分 追分ファーム ４７６＋１０２：３８．２５ ４３．６�
７１４ コマンドールクロス 牡４青鹿５６ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 早来 ノーザンファーム ４５４± ０２：３８．４１� １８．６�
２４ スナークエベレスト 牡７鹿 ５７ 石橋 脩杉本仙次郎氏 野村 彰彦 浦河 山田 昇史 ４８２± ０ 〃 ハナ ６０．１�
７１３� キクノエンブレム 牡７鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥菊池 五郎氏 石毛 善彦 浦河 鮫川 啓一 ４７６－ ６２：３９．５７ ３３０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，１７５，６００円 複勝： ５９，９８４，２００円 枠連： ５６，８４５，５００円

普通馬連： ２３１，８１７，６００円 馬単： １４９，９２６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，１１０，１００円

３連複： ２２６，７６０，８００円 ３連単： ５０７，７５９，９００円 計： １，３３６，３７９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（３－５） ４９０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３５０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 ��� ５，１９０円

票 数

単勝票数 計 ４３１７５６ 的中 � １０８１５４（１番人気）
複勝票数 計 ５９９８４２ 的中 � １４０７２０（１番人気）� １１６４３４（２番人気）� ６３８８８（４番人気）
枠連票数 計 ５６８４５５ 的中 （３－５） ８７１９８（１番人気）
普通馬連票数 計２３１８１７６ 的中 �� ３０６２５１（１番人気）
馬単票数 計１４９９２６２ 的中 �� ９５８３７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０１１０１ 的中 �� ６５８５７（１番人気）�� ４２１４８（２番人気）�� ２４１５２（５番人気）
３連複票数 計２２６７６０８ 的中 ��� １２０３２７（２番人気）
３連単票数 計５０７７５９９ 的中 ��� ７２３０９（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．２―２５．６―３９．０―５２．９―１：０５．７―１：１８．５―１：３１．４―１：４４．０―１：５６．６―２：０９．０―２：２１．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�マキバスマイル �
�
父 サクラローレル �

�
母父 ベ リ フ ア

２００２．５．７生 牡６黒鹿 母 マキバサイレント 母母 スコールディング １１戦２勝 賞金 ３７，９５７，０００円
地方デビュー ２００５．３．２５ 大井

〔制裁〕 マキバスマイル号の騎手蛯名正義は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 トシツカサオー号・ホーネットアーミー号



（２０東京１）第７日 ２月２３日（土曜日） 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 １８８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

２５４，６４０，０００円
４，２６０，０００円
２２，７５０，０００円
２，０５０，０００円
２７，９００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，２３２，０００円
５，８３４，８００円
１，８９８，８００円

勝馬投票券売得金
４１２，５３２，５００円
５８０，３７９，９００円
５２２，３０７，１００円
２，０４７，４８３，５００円
１，４７９，１５４，７００円
５１６，１６５，０００円
２，２２３，２６９，８００円
２，７４０，６２２，４００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 １０，５２１，９１４，９００円

総入場人員 ３５，５３５名 （有料入場人員 ３４，７１６名）




