
０３０８５ ２月２４日 晴 良 （２０東京１）第８日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

６１２ ヒロアンジェロ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４８８＋ ６１：２８．０ ４．０�

１２ ミラクルロンド 牝３黒鹿５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４０６－ ２１：２８．２１� １７．２�
７１４ マイミカプリンセス 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝尾上 松壽氏 高橋 裕 浦河 帰山 清貴 ５０４－ ２１：２８．９４ ６．９�
２４ アポロフラメンコ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 平野牧場 ４２２± ０１：２９．１１� ３０．９�
５１０ ド ン ダ ケ ー 牝３栗 ５４

５３ ☆田中 博康坂田 行夫氏 萱野 浩二 浦河 村下農場 ４５４± ０１：２９．２� ２４．３�
３６ アクトオンザターフ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠広田 伸七氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：２９．９４ ２．４�
２３ パープルコランダム 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二�ターフ・スポート武藤 善則 浦河 谷川牧場 B４７２－ ４１：３０．２１� ５４．２	
１１ 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 ４２６－ ４１：３０．６２� １９．４

５９ エクセレントレイ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４１８＋ ６ 〃 クビ ３１．９�

（大井）

６１１ アペレジーナ 牝３栃栗５４ 武 豊 �サンデーレーシング 萩原 清 三石 追分ファーム ４３６－ ２１：３０．７� ６．８
４８ ソ ソ ノ 牝３鹿 ５４ 御神本訓史藤井 五三氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４９４－ ２１：３１．２３ ８８．３�

（大井）

８１６ オンワードカメリア 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮�オンワード牧場 大和田 稔 浦河 オンワード牧場 ４１６－ ６ 〃 クビ ２２４．８�
７１３ アルコプラータ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二 �MSプランニング 松永 康利 青森 明成牧場 ４９０＋ ４１：３１．３� ３４．０�
８１５ スイートダージリン 牝３黒鹿５４ 菊沢 隆徳シンボリ牧場 坂本 勝美 静内 シンボリ牧場 ４２４－１０ 〃 クビ ２２２．７�
４７ プリンセスマロン 牝３栗 ５４ 田中 勝春岡田 牧雄氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４５６－１０ 〃 アタマ １１０．３�
３５ デルマカペラ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４６０－ ６１：３１．５� １６６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，２６９，４００円 複勝： ３７，９５２，６００円 枠連： ３３，１３９，１００円

普通馬連： ９５，２８１，１００円 馬単： ９１，４８８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，０４１，１００円

３連複： １４１，５９６，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４５４，７６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � ５２０円 � ２６０円 枠 連（１－６） ９９０円

普通馬連 �� ３，２４０円 馬 単 �� ５，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� ５２０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ６，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４２６９４ 的中 � ４７９０２（２番人気）
複勝票数 計 ３７９５２６ 的中 � ８１６０１（２番人気）� １５２６６（６番人気）� ３７３３４（４番人気）
枠連票数 計 ３３１３９１ 的中 （１－６） ２４７１８（４番人気）
普通馬連票数 計 ９５２８１１ 的中 �� ２１７６６（１１番人気）
馬単票数 計 ９１４８８１ 的中 �� １２４９６（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１０４１１ 的中 �� ７２３２（１０番人気）�� １５９０５（５番人気）�� ４２９４（１８番人気）
３連複票数 計１４１５９６９ 的中 ��� １７１４８（１８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１２．０―１２．９―１２．７―１２．９―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．４―３５．４―４８．３―１：０１．０―１：１３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒロアンジェロ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００７．８．２５ 札幌９着

２００５．３．５生 牝３鹿 母 スポーデズブルー 母母 Wedgewood Blue ７戦１勝 賞金 ９，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アクトレスシチー号・スズモナリザ号・ソフィアクィン号
※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。



０３０８６ ２月２４日 晴 良 （２０東京１）第８日 第２競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分 （ダート・左）

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

２４ 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 ５２４－ ２１：２０．２ ４．０�

７１３ ケイアイモーガン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝亀田 守弘氏 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４６０－ ６１：２１．０５ ２．８�
３５ アナザースター 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰山上 和良氏 菊川 正達 静内 畠山牧場 B４５２－ ６１：２１．７４ １０４．９�
３６ � ハチノヨウニサス 牝３鹿 ５４ 津村 明秀菅原 太陽氏 手塚 貴久 米

Dan Kenny, Hedgestone
Management & Stoner-
side Stable LLC

４３２－ ４１：２２．０１� ６．２�
５１０ 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 ４６０－ ６１：２２．４２� ２１．９�
８１５ ブレイクアスペル 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康 �社台レースホース秋山 雅一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８８－ ４１：２２．５�＋ハナ １７．６�

６１２ ダイワシャトル 牡３青鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 新冠 パカパカ
ファーム B４９０＋１８ 〃 クビ ３４．６	

５９ コスモドリーミン 牝３芦 ５４ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 平井 雄二 浦河 日田牧場 ４１０± ０１：２２．６� １２０．０

１２ ベルモントフレア 牡３黒鹿５６ 武士沢友治 �ベルモントファーム 中野渡清一 新冠 ベルモント

ファーム ５３６－ ２１：２２．８１	 １０．９�
１１ カワチノオジサン 牡３青鹿５６ 岩田 康誠�グランプリ 加藤 征弘 静内 千代田牧場 ４９６± ０ （降着） ６．４
２３ メイクアフェイブル 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人吉田 勝己氏 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ６１：２２．９� ２０３．０�
６１１ エクサイズタックス 牡３鹿 ５６ 柄崎 将寿加藤 信之氏 内藤 一雄 静内

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４９４－ ４１：２３．２１� ２４２．０�
８１６ サクレクール 牡３鹿 ５６

５４ △的場 勇人林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４４２± ０１：２４．４７ ２５１．４�
４７ テンエイワークマン 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４８４＋１２１：２４．６� ２６８．５�
４８ ショウグンエース 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎西村 豊氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 ４６６－ ４１：２５．１３ ４２．１�
７１４ チョウカイタフネス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�平田牧場 和田 正道 浦河 谷川牧場 ４６２－ ４１：２８．０大差 ２３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，５１９，１００円 複勝： ３４，７５３，３００円 枠連： ２５，２８２，１００円

普通馬連： ９５，７１９，８００円 馬単： ８０，７７８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６７４，５００円

３連複： １２５，９６５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４１６，６９３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １，２８０円 枠 連（２－７） ４４０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ６，２００円 �� ４，７６０円

３ 連 複 ��� １９，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５５１９１ 的中 � ５１５０２（２番人気）
複勝票数 計 ３４７５３３ 的中 � ７８２１９（２番人気）� ９７０７５（１番人気）� ３９３３（１１番人気）
枠連票数 計 ２５２８２１ 的中 （２－７） ４３０２９（１番人気）
普通馬連票数 計 ９５７１９８ 的中 �� １２２６２２（１番人気）
馬単票数 計 ８０７７８７ 的中 �� ５１０１６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６７４５ 的中 �� ３２８９７（１番人気）�� １０１１（４４番人気）�� １３２１（３９番人気）
３連複票数 計１２５９６５６ 的中 ��� ４７３１（６１番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．６―１１．５―１２．６―１２．４―１２．１―１３．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１７．７―２９．２―４１．８―５４．２―１：０６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクファラオ �
�
父 Crafty Prospector �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００７．８．４ 新潟１５着

２００５．４．９生 牡３鹿 母 シルバーバレーガール 母母 Silver Valley ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔降着〕 カワチノオジサン号は，６位〔タイム１分２２秒５，着差�馬身〕に入線したが，３コーナーで急に外側に斜行して

「ベルモントフレア」号および「コスモドリーミン」号の走行を妨害したため１０着に降着。
〔制裁〕 カワチノオジサン号の騎手岩田康誠は，３コーナーで急に外側に斜行したことについて平成２０年３月１日から平成２０年３月

２日まで騎乗停止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 カワチノオジサン号は，３コーナーで急に外側に逃避したことについて平成２０年２月２５日から

平成２０年３月１６日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
〔その他〕 テンエイワークマン号は，３コーナーで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〕 サクレクール号・ショウグンエース号・チョウカイタフネス号は，平成２０年３月２４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。
（非抽選馬） ５頭 グラスグループ号・グランディブルー号・シャイニーモス号・トムアウトランダー号・ロッキーローレル号



０３０８７ ２月２４日 晴 良 （２０東京１）第８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

２４ ボクノタイヨウ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４７８± ０１：４０．０ ２．３�

７１４ ヤマノテイオー 牡３鹿 ５６ 御神本訓史澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 ５５２＋ ６１：４０．７４ ５．３�
（大井）

６１１ 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 ４４８－ ２１：４０．９１� １４．５�

７１３ グランドコテージ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠安達 允彦氏 小西 一男 門別 坂 牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ６．５�
８１５ アメリカンイーグル 牡３栗 ５６ 田中 勝春鈴木 照雄氏 天間 昭一 門別 北陽ファーム ４６８＋ ２ 〃 ハナ ７．７�
６１２ バ チ ェ ラ ー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一山田 順通氏 和田 正道 様似 堀 弘康 ５４０＋ ４１：４１．１１� １２９．８�
２３ メジロティモン 牡３栗 ５６ 吉田 豊	メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４９４－ ６１：４１．２クビ ６．１

３６ ダイワチェイサー 牡３青 ５６

５４ △的場 勇人大城 敬三氏 増沢 末夫 門別 出口牧場 B４７８± ０１：４１．３� ３９．４�
４７ フクノブリング 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎小沼 博氏 嶋田 潤 浦河 林農場 ４３８－ ６１：４１．７２� １６４．８�
８１６ ウイントリビュート 牡３黒鹿５６ 幸 英明�ウイン 戸田 博文 新冠 村上 欽哉 B４６０－ ２ 〃 クビ ８６．９
１１ スガノビクトリー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩菅原光太郎氏 大和田 稔 浦河 佐々木 恵一 ４２０－１０１：４１．８� １５６．５�
４８ ダイワマーベリック 牡３青鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 嶋田 功 三石 三石橋本牧場 ４５０＋ ６１：４１．９クビ ２０５．７�
５１０	 ピュアロング 牡３栗 ５６ 今野 忠成長井 純一氏 加藤 征弘 愛 Mrs H. D.

McCalmont ４８６＋ ２１：４２．４３ ７３．２�
（川崎）

３５ バ ル ム ン ク 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝	日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ４８０－１４１：４２．７２ ２７．９�
５９ ナイスコマンダー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 B４５６－ ４１：４３．５５ ２５４．０�
１２ アサクサロータス 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康田原 慶子氏 佐々木亜良 千歳 社台ファーム ４３８＋ ２１：４４．１３� １５０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，５５７，３００円 複勝： ４３，０６１，０００円 枠連： ３１，６５９，９００円

普通馬連： １０８，７５４，０００円 馬単： ９２，７９７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，３９９，３００円

３連複： １３７，５６６，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４７４，７９５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ３００円 枠 連（２－７） ２５０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ５７０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ２，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０５５７３ 的中 � １０４８３４（１番人気）
複勝票数 計 ４３０６１０ 的中 � １２６４１６（１番人気）� ６２０５１（３番人気）� ２７０３２（６番人気）
枠連票数 計 ３１６５９９ 的中 （２－７） ９７１５４（１番人気）
普通馬連票数 計１０８７５４０ 的中 �� １１７４７１（１番人気）
馬単票数 計 ９２７９７３ 的中 �� ５６４１４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０３９９３ 的中 �� ２７５２９（２番人気）�� １２８６１（５番人気）�� ６４３３（１５番人気）
３連複票数 計１３７５６６３ 的中 ��� ３５０８８（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．４―４８．３―１：０１．４―１：１４．２―１：２６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボクノタイヨウ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．１６ 阪神４着

２００５．３．２生 牡３黒鹿 母 タルゴナイト 母母 ウインドフレスカ ４戦１勝 賞金 ７，９００，０００円
〔その他〕 ナイスコマンダー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ナイスコマンダー号は，平成２０年３月２４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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 コスモスター号・テイエムヤンキー号・ハギノトップクラス号・ヒシドンネル号・ボーマタン号
（非抽選馬） ４頭 カリユガ号・セレクトキング号・フクリュー号・マイネルメテオール号
※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。



０３０８８ ２月２４日 晴 良 （２０東京１）第８日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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

８１６ メイショウマリア 牝３青 ５４ 武 豊松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：３５．４ １．９�

６１１ トリビュートソング 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８８＋１４１：３５．６１� ４．３�
１２ ヒラボクシャトル 牡３青 ５６ 福永 祐一�平田牧場 国枝 栄 静内 千代田牧場 B４９８－ ４１：３５．８１� ６．９�
６１２ スーパーウーマン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 ４５２＋ ８１：３５．９� ２３．０�
２４ ヒカルアンクレット 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�橋 京子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６± ０１：３６．０クビ ４５．３�
３６ リノーンルーラー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 北星村田牧場 ４７８－ ８１：３６．２１� ９．０	
５９ インユアアームス 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４８４－ ８ 〃 ハナ ９．６

２３ ダイワコルベット 牡３黒鹿５６ 武士沢友治大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム B４９２－ ４１：３６．５１� １８５．５�
７１４ スマートキャスター 牡３青 ５６ 幸 英明大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 B４８０－ ２ 〃 ハナ １８７．７�
４７ マイネルブリス 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 国中 一男 ４７４－１２１：３７．３５ ８４．５

１１ オーバーザレンジ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司中澤 幸幹氏 高橋 裕 浦河 中神牧場 B４３６－ ６１：３７．４� ３０２．８�
８１５ スガノブレーヴ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二菅原光太郎氏 高市 圭二 新冠 アサヒ牧場 ４２６－ ６ 〃 クビ ２１４．７�
７１３ スガノナイナー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広菅原光太郎氏 大和田 稔 三石 白井 吉美 ４３０－ ４１：３７．８２� １６９．３�
３５ 	 レッドルンバ 牝３芦 ５４ 藤田 伸二原 
子氏 加藤 征弘 愛 M. Parola ４３２－ ６１：３８．２２� ５０．１�
５１０ ショウナンサヴァン 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４６８－１０１：３８．６２� １１０．１�

（仏）

４８ パ ロ ー レ 牝３青鹿５４ 御神本訓史 �キャロットファーム 清水 英克 門別 中前 義隆 ４０６± ０１：３８．９１� ９１．９�
（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，６５３，３００円 複勝： ４８，２２４，９００円 枠連： ３０，６４４，５００円

普通馬連： １２３，６８７，９００円 馬単： １２９，５３４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，８４４，５００円

３連複： １７１，０８８，０００円 ３連単： 発売なし 計： ５７８，６７７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（６－８） ３１０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ３００円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ８６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３７６５３３ 的中 � １５６６７９（１番人気）
複勝票数 計 ４８２２４９ 的中 � １６４７５８（１番人気）� ８７５５５（２番人気）� ５６３３９（３番人気）
枠連票数 計 ３０６４４５ 的中 （６－８） ７３７１４（１番人気）
普通馬連票数 計１２３６８７９ 的中 �� ２４５８３１（１番人気）
馬単票数 計１２９５３４４ 的中 �� １５６９６４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７８４４５ 的中 �� ６１６６２（１番人気）�� ２９８７９（２番人気）�� ２０７８６（５番人気）
３連複票数 計１７１０８８０ 的中 ��� １４８２０９（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．１―３４．６―４６．８―５９．４―１：１１．１―１：２２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３６．０
３ ・（８，１２）（２，１４）（９，１６）－（４，１５）－３（５，１０，１１）１３，７，６－１ ４ ・（８，１２）（２，１４）９，１６（３，４）（１０，１５）（５，１１）（６，７）１３，１

勝馬の
紹 介

メイショウマリア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kris S. デビュー ２００８．２．２ 東京２着

２００５．４．２６生 牝３青 母 メイショウサブリナ 母母 タラズチャーマー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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） ４頭 アサミスマイル号・エーシンタームエイ号・ディアプリザーヴ号・マイネルサラン号
（非抽選馬） １頭 ナニワプレストン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０８９ ２月２４日 晴 良 （２０東京１）第８日 第５競走 ��
��１，８００�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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

７１２ テラノファントム 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４４６ ―１：５０．３ ５．５�

７１３� リ ヴ ザ ル ト 牡３黒鹿５４ 安藤 勝己里見 治氏 堀 宣行 豪 Mr T Jarvis ５４８ ―１：５０．５１� ２．０�
４６ マイネランデブー 牝３栗 ５４ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４５８ ―１：５０．８２ １５．２�
５９ キタノオーロラ 牝３栗 ５４ 北村 宏司穴澤 正氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４７４ ―１：５０．９� ５．３�
１１ パワーオブマインド 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣細谷 典幸氏 二ノ宮敬宇 新冠 松浦牧場 ４７６ ―１：５１．０クビ ８．３�
８１４ ポケッタブルゲーム 牡３栗 ５６

５３ ▲丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４５６ ―１：５１．３１� １３１．７�
８１５ レッドホースワン 牝３青鹿５４ 戸崎 圭太�山王飯店 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４４６ ―１：５１．９３� ８９．３	

（大井）

６１０ キングスボネット 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９８ ―１：５２．２２ ２５．８

６１１ ニシノプトゥリ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４３６ ―１：５２．６２� ２０．３�
５８ タイキボナパルト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人�大樹ファーム 田中 清隆 三石 乾 皆雄 ４８２ ―１：５２．７クビ ２８．８
２３ フェスティヴムテキ 牡３芦 ５６

５５ ☆田中 博康臼井義太郎氏 後藤 由之 新冠 細川農場 ４８２ ―１：５２．８� １６４．３�
４７ � エ モ ア 牝３鹿 ５４ 津村 明秀中村 浩章氏 武市 康男 米 Dan Considine

& Andy Ritter ４５０ ―１：５２．９� ７８．１�
３４ シャンドルール 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義的場 徹氏 田中 清隆 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４６８ ―１：５３．３２� ７２．０�
３５ クレージーエッグ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘加藤 信之氏 中川 公成 新冠 加藤ステーブル ４２８ ―１：５３．５１	 ５４．６�
２２ シ ル マ リ ル 牝３鹿 ５４ 御神本訓史�ダイリン 高木 登 門別 大沢育成牧場 ４４６ ―１：５３．９２� １４３．４�

（大井）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，０４２，８００円 複勝： ３１，５１４，０００円 枠連： ３１，８７０，５００円

普通馬連： ９５，６５４，７００円 馬単： １０１，２７８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，０８６，４００円

３連複： １３４，２２２，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４５３，６６９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ２５０円 枠 連（７－７） ６２０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ８６０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２０４２８ 的中 � ４５９６０（３番人気）
複勝票数 計 ３１５１４０ 的中 � ５１０４７（３番人気）� ８９７６０（１番人気）� ２４６９１（５番人気）
枠連票数 計 ３１８７０５ 的中 （７－７） ３８５０４（３番人気）
普通馬連票数 計 ９５６５４７ 的中 �� １１４６０１（２番人気）
馬単票数 計１０１２７８８ 的中 �� ４７９５５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７０８６４ 的中 �� ３１３０４（２番人気）�� ６９６２（９番人気）�� １０５４８（６番人気）
３連複票数 計１３４２２２２ 的中 ��� ４６７３９（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．１―３５．９―４８．６―１：０１．４―１：１４．１―１：２６．２―１：３７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．２

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テラノファントム �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００５．２．２０生 牡３黒鹿 母 マイバレンタイン 母母 ダイナアルカデイア １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



０３０９０ ２月２４日 晴 良 （２０東京１）第８日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１５ アサクサダンディ 牡３栗 ５６ 吉田 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：４７．８ ９．３�

３５ ブーケフレグランス 牝３栗 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２６＋ ２１：４８．０１ ４．８�
２３ � レッドシューター 牡３鹿 ５６ 武 豊山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Epona Blood-

stock Ltd ５１８－ ２１：４８．１� １．５�
５１０ エイブルベガ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５１４＋ ６１：４８．４１� １８．７�
７１３ トレノクリスエス 牡３青 ５６ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ５８．３�
８１６ コスモポッケ 牡３栗 ５６ 中舘 英二 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４３８－ ８１：４８．５� １０７．１�
３６ マイネルプレーザ 牡３青 ５６

５５ ☆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± ０ 〃 クビ ５９．７


６１２ ゴールドストレイン 牡３黒鹿５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４７４＋ ４１：４８．６� ３７．３�
１１ フサイチユニコーン 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝関口 房朗氏 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５００－ ２１：４９．１３ ２４．２�
１２ ステルスソニック 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義細谷 典幸氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ８１：４９．４１� １１．４
４７ マイネルポンピオン 牡３芦 ５６

５５ ☆大野 拓弥 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B４６０＋ ６１：４９．５� １１６．５�

７１４	 モエレヘイセイ 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳田口 廣氏 坂本 勝美 三石 松本牧場 ４６２± ０１：４９．７１� ６４５．６�
５９ 	 バイタリティー 牡３芦 ５６ 石橋 脩水上 行雄氏 平井 雄二 浦河 笠松牧場 ４８４－１０ 〃 ハナ ３７０．３�
２４ 	 カネマサロチエ 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太前田 政雄氏 中島 敏文 静内 矢野牧場 ４９６＋１０１：４９．９１
 ５２６．６�

（大井）

４８ � フ ァ ニ ー ズ 牡３鹿 ５６ 田中 力小田 吉男氏 岡林 光浩 門別 門別 岩一 ４４４＋ ２ 〃 アタマ ４７８．２�
（船橋） （船橋）

６１１	 ス タ ー ダ ム 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司栗嶋 豊明氏 郷原 洋行 静内 荒谷 英俊 B４９２＋ ４１：５０．５３� ６４２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５８，７３４，５００円 複勝： ７０，３６７，５００円 枠連： ３２，５８８，９００円

普通馬連： １６４，７９３，６００円 馬単： １７０，６４４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，２４５，０００円

３連複： ２２０，０８４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ７６６，４５７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（３－８） １，４８０円

普通馬連 �� １，６１０円 馬 単 �� ４，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ２００円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ５８７３４５ 的中 � ４９９１３（３番人気）
複勝票数 計 ７０３６７５ 的中 � ８２２１４（３番人気）� ９９８７５（２番人気）� ３３８９３８（１番人気）
枠連票数 計 ３２５８８９ 的中 （３－８） １６２９１（６番人気）
普通馬連票数 計１６４７９３６ 的中 �� ７５５４６（６番人気）
馬単票数 計１７０６４４０ 的中 �� ３０２６２（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９２４５０ 的中 �� ２１９９６（５番人気）�� ６２３５９（２番人気）�� ９７１９３（１番人気）
３連複票数 計２２００８４４ 的中 ��� ２４４１０１（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．９―１２．２―１２．５―１２．４―１１．８―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３５．５―４７．７―１：００．２―１：１２．６―１：２４．４―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．２

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

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

勝馬の
紹 介

アサクサダンディ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００７．１１．２４ 東京２着

２００５．５．１９生 牡３栗 母 ヘルスウォール 母母 サラトガフラッシュ ５戦２勝 賞金 １８，９０２，０００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 アルペンリリー号・スペシャルディナー号・ティアップドラゴン号・テンジンミコオウヒ号・マイネルエルマス号
※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。



０３０９１ ２月２４日 晴 良 （２０東京１）第８日 第７競走 ��
��２，１００�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，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

６１２ アイアイスピーチ �５黒鹿５７ 池田 鉄平齊藤 敬氏 星野 忍 門別 坂口 豊翼 ４５６± ０２：１４．４ １７．４�

８１６ コールトゥアーミー 牡４鹿 ５６ 高山 太郎西森 鶴氏 佐藤 全弘 門別 碧雲牧場 ４６４＋ ４２：１５．１４ １４．０�
３５ � ワンダーティンバー 牡４栗 ５６ O．ペリエ 山本 信行氏 加賀 武見 新冠 村上牧場 ４９４± ０２：１５．５２	 ３．９�

（仏）

６１１ ワインアドバイザー 牡５青鹿５７ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４２：１５．８１
 ２．５�
４７ � リトルプリンス 牡８栗 ５７ 後藤 浩輝�ダイリン 佐々木亜良 静内 今 牧場 ４７６－ ４２：１５．９	 ６．４�
８１５ キングタキオン 牡４黒鹿５６ 郷原 洋司嶋田 賢氏 本郷 一彦 浦河 三嶋牧場 B４９８＋ ６ 〃 ハナ １８．８	
３６ ヒットミーアゲイン 牡４栗 ５６ 柴山 雄一�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４９６＋ ８２：１６．４３ １０．６

４８ オンワードウシワカ 牡７芦 ５７ 柄崎 将寿樫山 ハル氏 古賀 慎明 浦河 オンワード牧場 ４９０－ ２２：１６．６１	 ４８．３�
１１ ホットビスティー 牡４鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗ビスティーズホース
ユニオン 藤原 辰雄 浦河 高昭牧場 ５１０－ ５２：１６．７
 ６９．７�

２３ アイオブザジャガー 牝５鹿 ５５ 今野 忠成村上 芳明氏 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 B４７０－ ６２：１６．８クビ ２０７．５
（川崎）

７１３ チノハテマデモ 牝４鹿 ５４ 田中 勝春北所 直人氏 佐藤 全弘 静内 見上牧場 ４９４－ ４２：１６．９	 ２５．１�
５９ ダイワモナーク 牡４鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 早来 ノーザンファーム B４９６＋ ６２：１７．８５ ６５．８�
１２ ケージーシルキー 牝４鹿 ５４ 福永 祐一川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 B４８０－ ２２：１９．１８ １６．６�
５１０� ローリエカルラ 牝４鹿 ５４ 安藤 光彰山本 精一氏 岩城 博俊 様似 小田牧場 ４３４－ ６２：１９．３１ ３２２．８�
７１４� ブラックベルベット 牡４黒鹿５６ 北村 宏司�日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ５５２± ０２：１９．６１
 １９５．５�
２４ � ミュージックハート 牡５鹿 ５７ 加藤士津八�ダイリン 佐々木亜良 静内 今 牧場 ４８０－ ６２：２０．９８ ２６９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，０６４，６００円 複勝： ３２，１９９，９００円 枠連： ３５，８８４，８００円

普通馬連： １３４，２１９，１００円 馬単： １０９，７３９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，３７８，６００円

３連複： １７１，８２８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５４７，３１５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７４０円 複 勝 � ３８０円 � ３６０円 � １９０円 枠 連（６－８） ７８０円

普通馬連 �� ９，７００円 馬 単 �� ２１，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２８０円 �� １，０６０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� １２，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３００６４６ 的中 � １３６７９（７番人気）
複勝票数 計 ３２１９９９ 的中 � ２０１４３（６番人気）� ２１５５９（４番人気）� ５４６６６（２番人気）
枠連票数 計 ３５８８４８ 的中 （６－８） ３４０９８（４番人気）
普通馬連票数 計１３４２１９１ 的中 �� １０２１８（３２番人気）
馬単票数 計１０９７３９５ 的中 �� ３８３９（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３３７８６ 的中 �� ３５１８（２４番人気）�� ７８５８（１３番人気）�� ８３２７（１１番人気）
３連複票数 計１７１８２８５ 的中 ��� ９８３２（４３番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．４―１２．６―１２．８―１２．７―１３．２―１２．９―１３．２―１２．６―１２．６―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．５―３１．１―４３．９―５６．６―１：０９．８―１：２２．７―１：３５．９―１：４８．５―２：０１．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイアイスピーチ �
�
父 ヴィクトリースピーチ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００５．８．２１ 札幌１１着

２００３．４．１５生 �５黒鹿 母 アイアイプリンセス 母母 ユーワジョイナー ２３戦３勝 賞金 ２８，６３０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミュージックハート号は，平成２０年３月２４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） １頭 コウヨウウェーブ号
（非抽選馬） １頭 メインバンク号
※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。



０３０９２ ２月２４日 晴 良 （２０東京１）第８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）

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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

７１４ ダノンブライアン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１２－ ８１：２５．５ ２．２�

３６ � ビッグポパイ 牡５青鹿５７ 藤田 伸二幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 WinStar
Farm, LLC B４９６± ０１：２５．６� ４．３�

５９ イチライタッチ 牡６黒鹿５７ 吉永 護市来 静夫氏 天間 昭一 浦河 鈴木 武蔵 ５０２－ ６１：２５．７クビ ４１．３�
４７ トーセンラヴ 牡６黒鹿５７ 柴山 雄一島川 �哉氏 斎藤 宏 三石 仲野牧場 ４７６＋ ４１：２５．９１	 １３．１�
７１３ カイテキネオ 牡５鹿 ５７ 安藤 光彰国本 勇氏 西塚 安夫 門別 前川 義則 ４６８＋１０ 〃 クビ ４２．１�
１２ 
 マ ル タ ラ ヴ 牡６鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人松浦 太郎氏 鈴木 勝美 新冠 村上牧場 ４５４－ ４１：２６．０クビ ２４２．５	
２４ ゼンノグッドウッド 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎大迫久美子氏 武 邦彦 千歳 社台ファーム ５２６－ ６ 〃 クビ １１．９

３５ ダンシングホーク 牡９黒鹿５７ 伊藤 直人�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 B５２４－ ２１：２６．２１	 ７０．４�
２３ ケンメイオウ 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太中西 健造氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム ４８４－ ２１：２６．４１� １３２．８

（大井）

８１５ マグネティックマン 牡８青鹿５７ 西田雄一郎�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 ミルファーム ４９２＋ ６１：２６．６� ４４４．４�
６１１ オポテューニティ 牝６鹿 ５５ 石神 深一平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４９６＋ ２１：２７．２３� ２８０．３�
６１２ ゼンノスカイブルー 牡５鹿 ５７ 福永 祐一大迫久美子氏 土田 稔 平取 坂東牧場 ５６０± ０１：２７．６２� ７．５�
５１０ オーシャンルミナス 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人大野 數芳氏 平井 雄二 浦河 富田牧場 B４８６± ０１：２７．７� ７１．０�
８１６ ラオムフェーレ 牡４栗 ５７

５４ ▲宮崎 北斗�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４７８－ ６ 〃 アタマ ５１．２�
４８ ジェットバニヤン 牡５鹿 ５７ O．ペリエ 津村 靖志氏 鮫島 一歩 千歳 ロイヤルファーム ５０６＋ ２１：２８．１２� ６．７�

（仏）

１１ オンワードハヤテ 牡８栗 ５７ 宗像 徹�オンワード牧場 沢 峰次 浦河 オンワード牧場 B５１２＋１６ 〃 クビ ３４０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，７０７，５００円 複勝： ４７，６３３，６００円 枠連： ３８，６９２，２００円

普通馬連： １７３，２９０，５００円 馬単： １４５，２５１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，４９５，４００円

３連複： ２１８，０６１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ７０２，１３２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ５５０円 枠 連（３－７） ４６０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ９５０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ４，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３６７０７５ 的中 � １３６６２３（１番人気）
複勝票数 計 ４７６３３６ 的中 � １４７２８６（１番人気）� ７７９２８（２番人気）� １４０９７（７番人気）
枠連票数 計 ３８６９２２ 的中 （３－７） ６３２９１（１番人気）
普通馬連票数 計１７３２９０５ 的中 �� ２２４２４２（１番人気）
馬単票数 計１４５２５１８ 的中 �� １１４２８５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２４９５４ 的中 �� ４８５９０（１番人気）�� １０１０６（１１番人気）�� ６４４６（１８番人気）
３連複票数 計２１８０６１８ 的中 ��� ３９９２６（１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．３―１２．１―１２．４―１２．５―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３４．７―４６．８―５９．２―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンブライアン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Private Account デビュー ２００６．１２．２３ 中山４着

２００４．２．１７生 牡４鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia １３戦３勝 賞金 ４０，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）５２頭 アドマイヤドゴール号・アドマイヤベッカム号・アプローズヒーロー号・アポロダヴィンチ号・イチゴイチエ号・

ウインプログレス号・エイダイタカラブネ号・エイワムサシ号・エーピーゴンタ号・オペラダンディ号・
オリオンザドンペリ号・クレヨンルージュ号・クロカンブッシュ号・ケイアイスカイ号・ケイアイスパイダー号・
ケイアイハクスイ号・コスモキャンディス号・ゴットザビート号・コペルニクス号・サキノリュウオー号・
シャイニングムーン号・シュウザンアイ号・ジョウテンロマン号・スティリスタ号・セイウンマル号・セトノヒット号・
タイセイガイア号・ダイワジーニアス号・ツルマイクィーン号・デアテンビー号・デジデーリオ号・
トウショウガナー号・トップオブドーラ号・トレトレジョリ号・トワイニングイモン号・ナムラクック号・
ニューグランジ号・ニードルポイント号・バリオン号・バンダムロッシ号・パープルプローズ号・
ヒカルラブハート号・フォワードダンサー号・ブレイバー号・プロミスフェアー号・ベンケイ号・
ホウショウルビー号・リメインオブザサン号・リングジアラーム号・レオベルリン号・ワルキューレ号・
ワールドドン号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０９３ ２月２４日 晴 良 （２０東京１）第８日 第９競走 ��
��１，６００�ヒヤシンスステークス

発走１４時２５分 （ダート・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１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

７９ サクセスブロッケン 牡３青鹿５６ 横山 典弘�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 谷川牧場 ５２２＋１６１：３７．０ １．５�

１１ ダイワマックワン 牡３鹿 ５７ 武士沢友治大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２１：３７．７４ ２０．５�
８１０ セッカチセージ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一松田 整二氏 畠山 吉宏 門別 野島牧場 ５４０－ ２１：３７．９１� ９．５�
４４ ナンヨーヒルトップ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム ４８０－１０ 〃 クビ ４．２�
８１１� プラチナメーン 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ４８０－ ４１：３８．３２	 ３５．８�
（大井）

５５ セレスハント 牡３栗 ５６ 武 豊岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４６８－ ８１：３８．４クビ １５．６�
６６ ダイワシークレット 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 B４５２－ ２１：３８．７１
 ８０．３	
３３ セイカアレグロ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４９２－ ２１：３９．４４ ２４．９

２２ ラインプレアー 牡３芦 ５６ 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５２８＋ ６１：３９．５	 ３０．２�
７８ � ジェイドファスト 牡３鹿 ５６ 江田 照男松平 恭司氏 佐藤 吉勝 門別 松平牧場 ４５２－ ７１：３９．６	 １９８．２�
６７ リバータウン 牡３青鹿５６ 福永 祐一後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 ４９０－１０ 〃 クビ １１６．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： ６１，１９６，５００円 複勝： ７５，６４５，６００円 枠連： ３９，５２０，７００円

普通馬連： ２１５，５７３，６００円 馬単： １９４，５９９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，４６６，６００円

３連複： １９９，９７１，８００円 ３連単： ６７５，３３７，３００円 計： １，５１９，３１１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３６０円 � ２００円 枠 連（１－７） １，５７０円

普通馬連 �� １，４８０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ３４０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� ３，２５０円 ３ 連 単 ��� １２，１４０円

票 数

単勝票数 計 ６１１９６５ 的中 � ３２８２１８（１番人気）
複勝票数 計 ７５６４５６ 的中 � ３１１５２１（１番人気）� ３３６７７（６番人気）� ７６１９５（３番人気）
枠連票数 計 ３９５２０７ 的中 （１－７） １８６６６（６番人気）
普通馬連票数 計２１５５７３６ 的中 �� １０７６６０（６番人気）
馬単票数 計１９４５９９８ 的中 �� ７５９６５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７４６６６ 的中 �� ２０５７３（８番人気）�� ４６７６６（２番人気）�� ８１４４（１６番人気）
３連複票数 計１９９９７１８ 的中 ��� ４５４６８（９番人気）
３連単票数 計６７５３３７３ 的中 ��� ４１０７３（３９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．３―１１．３―１２．０―１２．６―１２．５―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２２．７―３４．０―４６．０―５８．６―１：１１．１―１：２３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクセスブロッケン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１１．１７ 福島１着

２００５．５．５生 牡３青鹿 母 サクセスビューティ 母母 アワーミスレッグス ３戦３勝 賞金 ３６，７０７，０００円
〔制裁〕 ダイワマックワン号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※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。



０３０９４ ２月２４日 晴 良 （２０東京１）第８日 第１０競走 ��
��２，０００�アメジストステークス

発走１５時００分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．２．１７以降２０．２．１７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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

４６ ペガサスファイト 牡６鹿 ５６ 中舘 英二�天羽牧場 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５１８± ０２：００．０ １５．５�

７１１ カイシュウタキオン 牡５栗 ５７．５ 田中 勝春飯村 孝男氏 田中 清隆 静内 矢野牧場 ５０４＋ ４ 〃 クビ ５．７�
１１ グロリアスウィーク 牡５鹿 ５８ 安藤 勝己 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６４－１０２：００．１クビ ２．６�
５７ トーセンクラウン 牡４鹿 ５４ 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ４．９�
４５ ケイアイケイマン 牡４鹿 ５５ 岩田 康誠亀田 守弘氏 池江 泰郎 新冠 村田牧場 ４７２－ ４２：００．３１ ９．０	
７１２ トウキュウトップ 牡６鹿 ５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８８－ ８２：００．５１ ２９．８

５８ インテレット 牡５鹿 ５７ O．ペリエ �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ４２：００．６� １６．９�

（仏）

３４ ドクターグリム 牡６鹿 ５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 門別 庄野牧場 ４７６± ０２：００．７� ６６．３�
８１３ エ ア サ バ ス 牡６黒鹿５４ 幸 英明 �ラッキーフィールド庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５２２－１８２：００．８� ３６．９
８１４� バトルハートオー 牡７黒鹿５３ 今野 忠成宮川 秋信氏 矢作 芳人 浦河 多田 善弘 ４９４＋ ４２：００．９� １２０．１�

（川崎）

３３ ビッグベアシチー 牡５栗 ５４ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 旭 牧場 ４８４＋ ４２：０１．２１� １９．９�
６９ ワンダードリーム 	７黒鹿５４ 吉田 豊山本 信行氏 加賀 武見 静内 高橋 修 ４５４－ ４２：０１．４１� ８９．７�
６１０
 デイフラッシュ 牡６鹿 ５６ 菊沢 隆徳清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B５１０＋１４ 〃 アタマ ５５．９�
２２ ウインディグニティ 牡７鹿 ５５ 福永 祐一�ウイン 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４８２－ ６２：０１．６１� １１．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５３，６４１，５００円 複勝： ７１，７６９，６００円 枠連： ６４，４７３，１００円

普通馬連： ３０７，３７７，８００円 馬単： １９１，５２８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６９，３９５，０００円

３連複： ２６４，８９４，１００円 ３連単： ６４０，９４６，４００円 計： １，６６４，０２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５５０円 複 勝 � ３５０円 � １８０円 � １４０円 枠 連（４－７） １，４００円

普通馬連 �� ４，０８０円 馬 単 �� １０，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４５０円 �� ７１０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ３，４２０円 ３ 連 単 ��� ３９，３９０円

票 数

単勝票数 計 ５３６４１５ 的中 � ２７４１２（６番人気）
複勝票数 計 ７１７６９６ 的中 � ３９６８５（６番人気）� １０９６８６（３番人気）� １７９１２５（１番人気）
枠連票数 計 ６４４７３１ 的中 （４－７） ３４０８２（７番人気）
普通馬連票数 計３０７３７７８ 的中 �� ５５６２８（１６番人気）
馬単票数 計１９１５２８０ 的中 �� １３０２２（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６９３９５０ 的中 �� １０８５７（１８番人気）�� ２３７０６（６番人気）�� ５４０８９（２番人気）
３連複票数 計２６４８９４１ 的中 ��� ５７２７２（７番人気）
３連単票数 計６４０９４６４ 的中 ��� １２００９（１２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２４．８―３６．２―４７．９―１：００．２―１：１２．７―１：２４．９―１：３６．１―１：４７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．１

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

勝馬の
紹 介

ペガサスファイト �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 ダイナガリバー デビュー ２００５．４．３ 阪神１０着

２００２．４．１６生 牡６鹿 母 ファイトガリバー 母母 ビユーテイマリヤ ３０戦５勝 賞金 ７９，１９６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 アクレイム号・アドマイヤスペース号・エーシンピーシー号・オーバーカムオール号・ゴージャスディナー号・

サンデーストリーム号・ダイワルビア号・ダンスアジョイ号・トップセラー号・ドリーミーオペラ号・
ドリームパートナー号・ニシノコンドコソ号・ビーオブザバン号・ブレイズワン号・ブレーヴハート号・
ホッコーパドゥシャ号・マックスチャンプ号・マルタカハーモニー号・モリノミヤコ号

※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。



０３０９５ ２月２４日 晴 良 （２０東京１）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第２５回フェブラリーステークス（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （ダート・左）

４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減
日本馬主協会連合会会長賞・全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９４，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，４００，０００円
付 加 賞 ３，５２８，０００円 １，００８，０００円 ５０４，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：３４．７
１：３３．３
１：３４．７

不良

良

不良

８１５ ヴァーミリアン 牡６黒鹿５７ 武 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ７１：３５．３ ２．４�

５１０ ブルーコンコルド 牡８鹿 ５７ 幸 英明 �ブルーマネジメント服部 利之 新冠 川上 悦夫 ５０８＋ １１：３５．６１� １９．４�
８１６ ワイルドワンダー 牡６黒鹿５７ 岩田 康誠草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４５２＋ ４１：３５．９２ ５．１�
４８ ロングプライド 牡４鹿 ５７ O．ペリエ 中井 敏雄氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ５１６－ ６１：３６．１１� １０．３�

（仏）

６１２ リミットレスビッド 牡９栗 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５１６± ０１：３６．２	 １２８．６�
３５ クワイエットデイ 牡８黒鹿５７ 角田 晃一 �サンデーレーシング 松元 省一 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２１：３６．３� ３５．７	
７１４ デアリングハート 牝６栃栗５５ 藤田 伸二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４２４＋ ７１：３６．５１� ３６．９

５９ メイショウトウコン 牡６黒鹿５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 安田伊佐夫 新冠 新冠橋本牧場 ４６２± ０１：３７．０３ １４．２�
４７ ドラゴンファイヤー 牡４栗 ５７ 安藤 勝己窪田 芳郎氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４６０－１４１：３７．１クビ １４．８�
２３ 
 アンパサンド 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太伊達 泰明氏 池田 孝 門別 サンシャイン

牧場 ４７８－１０１：３７．３１� １１８．９
（川崎） （大井）

３６ メイショウバトラー 牝８鹿 ５５ 福永 祐一松本 好雄氏 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ５１８± ０１：３７．５１� ７３．３�
１１ 
 フジノウェーブ 牡６芦 ５７ 御神本訓史大志総合企画� 高橋 三郎 浦河 笹島 政信 ４９２＋１１１：３７．７１	 ６５．８�

（大井） （大井）

７１３
 ビッググラス 牡７鹿 ５７ 今野 忠成坪野谷和平氏 高橋 三郎 静内 マークリ牧場 B５３０－ ４１：３７．８クビ １９４．０�
（大井） （川崎）

１２ � ノボトゥルー 牡１２鹿 ５７ 田中 勝春�LS.M 森 秀行 米 Mr. & Mrs.
J. S. Moss ４５６± ０１：３７．９	 １６５．７�

６１１ ヴィクトリー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ６１：３８．９６ ２３．１�
２４ フィールドルージュ 牡６鹿 ５７ 横山 典弘地田 勝三氏 西園 正都 三石 中田 英樹 ４９８＋ ２ （競走中止） ５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０４，４８９，７００円 複勝： ４１２，１９５，４００円 枠連： ４９９，８５４，０００円

普通馬連： ２，３８７，３７５，１００円 馬単： １，５４０，１０１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５１１，５７２，９００円

３連複： ２，４８４，５１９，６００円 ３連単： ６，１９０，０９９，８００円 計： １４，４３０，２０８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ３６０円 � １６０円 枠 連（５－８） ６８０円

普通馬連 �� ２，８２０円 馬 単 �� ３，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ３５０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ３，８２０円 ３ 連 単 ��� １７，５５０円

票 数

単勝票数 計４０４４８９７ 的中 � １３５６５８４（１番人気）
複勝票数 計４１２１９５４ 的中 � １００９２７５（１番人気）� ２１３７８０（６番人気）� ７２４１３８（３番人気）
枠連票数 計４９９８５４０ 的中 （５－８） ５４８１７２（３番人気）
普通馬連票数 計２３８７３７５１ 的中 �� ６２５３４６（１３番人気）
馬単票数 計１５４０１０１６ 的中 �� ３２２９７４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５１１５７２９ 的中 �� １２５６０３（１０番人気）�� ４０９４５４（２番人気）�� １１７２５９（１２番人気）
３連複票数 計２４８４５１９６ 的中 ��� ４８０６７２（１１番人気）
３連単票数 計６１９００９９８ 的中 ��� ２６０４４１（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３４．８―４６．７―５９．１―１：１１．５―１：２３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァーミリアン �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００４．１０．１０ 京都１着

２００２．４．１０生 牡６黒鹿 母 スカーレットレディ 母母 スカーレットローズ １５戦５勝 賞金 ３５３，３４９，０００円
［他本会外：７戦６勝］

〔競走中止〕 フィールドルージュ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２４頭 アドマイヤスバル号・アドマイヤメイン号・エイシンロンバード号・オースミグラスワン号・カフェオリンポス号・

タイキヴァンベール号・トロピカルライト号・トーセンブライト号・トールハンマー号・ナカヤマパラダイス号・
ビクトリーテツニー号・フィフティーワナー号・フィールドベアー号・フェラーリピサ号・フサイチリシャール号・
ブラックランナー号・プリンセスルシータ号・ベルーガ号・マイネルアワグラス号・マイネルスケルツィ号・
ラッキーブレイク号・リキッドノーツ号・レオエンペラー号・ワンモアチャッター号

※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。



０３０９６ ２月２４日 晴 良 （２０東京１）第８日 第１２競走 ��
��１，４００�

か い こ ま

甲 斐 駒 特 別
発走１６時２０分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，１９．２．１７以降２０．２．１７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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

２２ グレイトフルタイム 牡４鹿 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 追分 追分ファーム B５３４± ０１：２２．１ ８．３�

６１１ フィールドルーキー 牡７鹿 ５６ 幸 英明地田 勝三氏 藤岡 範士 浦河 山口 義彦 ５２６± ０１：２２．２� ４．５�
７１２ ビーアデビル 牝４鹿 ５２ 武士沢友治�ミルファーム 保田 一隆 静内 大滝 康晴 ４４２－ ４１：２２．４１� ３８．１�
４６ パ パ ラ チ ア 牝５鹿 ５４ 後藤 浩輝�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７６＋ ６ 〃 アタマ ４．２�
５８ コスモラヴソング 牡６黒鹿５５ 御神本訓史 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 渕瀬フアーム ４９６－ ４１：２２．７１� １６．９�

（大井）

３５ ラドランファーマ 牝６鹿 ５２ 戸崎 圭太村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 B４９２± ０１：２２．８� １０．９	
（大井）

６１０ マイネヴェロナ 牝４青鹿５３ 岩田 康誠 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 三石 山際牧場 ５０４＋ ４ 〃 クビ ５．０�

１１ ブライティアミラ 牝５鹿 ５２ 丸田 恭介小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド B４６４－ ４１：２２．９� ７４．９�
３４ フジマサゴールド 牡５鹿 ５５ 大庭 和弥藤原 正一氏 菊川 正達 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ５２０＋１２ 〃 アタマ ２３．１
７１３ ハセノダンディ 牡７栗 ５４ 柴田 善臣長谷川成利氏 大江原 哲 静内 野坂牧場 B４９２＋２６１：２３．０クビ １１０．３�
８１４� ヨバンマツイ 牡６鹿 ５２ 小林 久晃野村 茂雄氏 阿部 新生 新冠 須崎牧場 ４６４－ ２１：２３．１� １０７．９�
５９ 	 スリーセブンスピン 牡５鹿 ５７ 江田 照男菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Overbrook

Farm ４８６－ ４１：２３．２クビ ５．７�
４７ キラリダイヤモンド 牝６黒鹿５２ 田中 博康 �社台レースホース秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４４０－１０１：２３．３� ８５．１�
８１５� リキアイダンディ 牡７鹿 ５４ 横山 義行高山 幸雄氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 B４８４＋ ２１：２３．６２ ３９．９�
２３ アンテリオール 牡７鹿 ５３ 田辺 裕信柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４８６－ ６１：２４．１３ １０１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６５，９９３，９００円 複勝： ８７，９８４，６００円 枠連： ９１，８６６，２００円

普通馬連： ３６２，３５５，９００円 馬単： ２２３，０７３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ８５，６５５，６００円

３連複： ３３９，７６９，６００円 ３連単： ７９４，７９８，６００円 計： ２，０５１，４９７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２７０円 � １８０円 � ６７０円 枠 連（２－６） １，０００円

普通馬連 �� １，８２０円 馬 単 �� ３，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ３，７２０円 �� ３，５５０円

３ 連 複 ��� ２９，６６０円 ３ 連 単 ��� １４０，４００円

票 数

単勝票数 計 ６５９９３９ 的中 � ６３２０１（５番人気）
複勝票数 計 ８７９８４６ 的中 � ８６００２（５番人気）� １５７０６１（１番人気）� ２７６４４（９番人気）
枠連票数 計 ９１８６６２ 的中 （２－６） ６８４６９（４番人気）
普通馬連票数 計３６２３５５９ 的中 �� １４７３１７（８番人気）
馬単票数 計２２３０７３４ 的中 �� ４１７３１（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８５６５５６ 的中 �� ３１１３６（７番人気）�� ５５０６（３７番人気）�� ５７６７（３４番人気）
３連複票数 計３３９７６９６ 的中 ��� ８４５６（８１番人気）
３連単票数 計７９４７９８６ 的中 ��� ４１７８（３８９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．２―１１．８―１１．３―１１．９―１２．７

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイトフルタイム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００６．１１．２６ 東京７着

２００４．１．１７生 牡４鹿 母 グレイトフルデイ 母母 Czar Dancer １１戦３勝 賞金 ３２，９２１，０００円
※出走取消馬 シルクヴァルキリー号（疾病〔左肩跛行〕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３０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３０頭 アグネスドーン号・イノセントワールド号・エプソムメサイア号・オオヒメ号・カフェブルックリン号・

カームブレイカー号・キングオザー号・クイックセイコー号・コスモラナップ号・シセイヒカリ号・
ステキナブロンコ号・ストロベリードール号・スペシャルフロート号・スマートカイザー号・センザイイチグウ号・
タイキミューズ号・ダイワギブソン号・タケデンサンバ号・タマモハクライ号・チアフルワールド号・
テイクザホーク号・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・
バルバレスコ号・マイネルグラシュー号・モエレフィールド号・ヤクモオーカン号・リネンアカシア号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２０東京１）第８日 ２月２４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

３７７，５００，０００円
４，２６０，０００円
４７，１７０，０００円
６，５６０，０００円
４３，１８０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６５，０９４，５００円
５，３２４，０００円
１，８４８，３００円

勝馬投票券売得金
８６０，８７０，１００円
９９３，３０２，０００円
９５５，４７６，０００円
４，２６４，０８３，１００円
３，０７０，８１５，４００円
１，００４，２５４，９００円
４，６０９，５６８，８００円
８，３０１，１８２，１００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 ２４，０５９，５５２，４００円

総入場人員 ５３，０２９名 （有料入場人員 ５１，９１９名）



平成２０年度 第１回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４８２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

２，１１２，２８０，０００円
２８，９７０，０００円
１８７，５８０，０００円
２０，２３１，０００円
２３２，４５０，０００円
９６２，０００円
９６２，０００円

５３１，６５７，５００円
４３，７９８，０００円
１４，９６８，２００円

勝馬投票券売得金
４，０１８，２４３，３００円
５，４２１，０３３，３００円
４，９６３，０５８，８００円
１９，９５６，７８３，９００円
１４，６０５，４２９，０００円
４，９４１，０７０，６００円
２１，９２０，５２４，５００円
３１，７２５，５３２，５００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 １０７，５５１，６７５，９００円

総入場延人員 ２７８，９７２名 （有料入場延人員 ２７２，８４９名）




