
０３０１３ ２月１日 晴 不良 （２１東京１）第２日 第１競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１０時１０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

３５ � グリフィンゲート 牡３鹿 ５６ 田中 勝春吉田 好雄氏 手塚 貴久 米 Summer
Wind Farm ４８４－ ２１：１９．２ ４．３�

７１２ ケージーコガネ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４７６＋１０１：１９．５１� ３．２�
５８ � ケイアイダイコク 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米

B & B Zietz Stables, Inc.,
Bruce Henry Zietz &
Beverly Kay Zietz

４６４－１０１：１９．７１� ５．７�
６１１ ビッグナイト 牡３栗 ５６ 御神本訓史坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 芳住 革二 B４６０＋ ３１：１９．９１� ９７．８�

（大井）

１１ トウショウターボ 牡３栗 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 斎藤 宏 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７８＋ ２１：２０．２１� １７．１�
３４ ブルーハート 牝３栗 ５４ 松岡 正海 �ブルーマネジメント小笠 倫弘 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４４６± ０ 〃 ハナ ５．６�
２２ タイセイダンサー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新冠 アラキフアーム ４４８＋ ６ 〃 ハナ ５．７	
８１４� アスターエンペラー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B４９６± ０１：２０．３	 ５３．２

７１３ チャームサクランボ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 静内 前田牧場 ４５２± ０１：２０．８３ １０４．９�
４６ ダイヤモンドレーン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩泉 俊二氏 柴田 政人 厚真 大川牧場 ４４８± ０１：２０．９クビ １５２．２�
２３ マスタープラン 牡３栗 ５６

５４ △丸田 恭介服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 牧場 ４７０－ ４１：２１．１１	 ３２．８�
８１５ ホワイトエンジェル 牝３芦 ５４ 大野 拓弥吉田 昭一氏 鈴木 勝美 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B４９２－１２１：２１．５２	 １２６．２�
５９ ニ ー ナ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信真部 晴�氏 鈴木 勝美 日高 森本牧場 ４４８－ ６１：２１．７１� １８９．０�
６１０ トウショウクロノス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６４－１０１：２１．８クビ ３２．７�
４７ ライアンガール 牝３鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人グレイドレーシング組合 矢野 照正 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４１２＋ ８１：２３．９大差 ２３７．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，１４８，８００円 複勝： ３５，１４０，７００円 枠連： ２３，３０８，０００円

普通馬連： ８５，１５２，０００円 馬単： ６０，３９４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６４９，２００円

３連複： ９６，８５８，３００円 ３連単： １４８，４９４，０００円 計： ４９９，１４５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（３－７） ４１０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ５６０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 ��� ９，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２１１４８８ 的中 � ３９３５２（２番人気）
複勝票数 計 ３５１４０７ 的中 � ５０２６６（３番人気）� ８６１８０（１番人気）� ４６５８７（４番人気）
枠連票数 計 ２３３０８０ 的中 （３－７） ４２６６８（１番人気）
普通馬連票数 計 ８５１５２０ 的中 �� ７０７９１（２番人気）
馬単票数 計 ６０３９４３ 的中 �� ２６５３５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６４９２ 的中 �� １９３３２（３番人気）�� １２０６７（７番人気）�� １９８９４（２番人気）
３連複票数 計 ９６８５８３ 的中 ��� ４０７７６（４番人気）
３連単票数 計１４８４９４０ 的中 ��� １１７３１（１８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．７―２９．９―４２．７―５５．１―１：０６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グリフィンゲート �
�
父 Speightstown �

�
母父 Meadowlake デビュー ２００８．１２．２１ 中山９着

２００６．２．１１生 牡３鹿 母 People’s Princess 母母 Cassowary ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ライアンガール号の騎手黛弘人は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライアンガール号は，平成２１年３月１日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 トーホーグロリア号（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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ランテイジョ号
（非抽選馬） ２頭 クリノハッピー号・トキノサミット号
※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。



０３０１４ ２月１日 晴 不良 （２１東京１）第２日 第２競走 １，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

１２ ストロングロビン 牡３鹿 ５６
５４ △丸田 恭介村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４８０－ ２１：２５．５ ３．９�

５１０ アントルシャカトル 牝３栗 ５４
５１ ▲池崎 祐介�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 下村 繁正 ４７４－ ６１：２５．８１� ５６．７�

４７ キングスリージョン 牡３栗 ５６
５５ ☆田中 博康吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：２５．９� ３．１�

５９ キタサンラリー 牡３栗 ５６
５３ ▲千葉 直人�大野商事 成島 英春 新ひだか 久米 和夫 ４７４＋ ２ 〃 クビ ６．９�

４８ スイートフローラル 牝３鹿 ５４
５１ ▲草野 太郎シンボリ牧場 坂本 勝美 門別 シンボリ牧場 ４３４－ ４１：２６．０クビ ２２．４�

３５ イグナイトカフェ 牝３鹿 ５４ 小島 太一西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４５８－ ２１：２６．４２� １６．４�
１１ レッドリップス 牝３栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗 	東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４６± ０ 〃 アタマ ９．４

７１３ アイティムサシ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ５１４＋１２１：２６．９３ ５．６�
６１２ シンボリカージナル 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４５２＋ ２１：２７．０クビ １３．９�
６１１ レインボーストーン �３鹿 ５６

５５ ☆的場 勇人後藤 繁樹氏 秋山 雅一 日高 日高大洋牧場 ４７６± ０１：２７．５３ １７１．４
８１５ コアレスアトラス 牡３鹿 ５６ 加藤士津八小林 昌志氏 成島 英春 日高 大沢育成牧場 ４６０＋ ６１：２７．７１� ２４０．３�
２４ スイートメモリーズ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 中田 浩美 ５２２± ０ 〃 アタマ １４１．９�
３６ トップワンダー 牡３栗 ５６ 南田 雅昭伊東 純一氏 南田美知雄 静内 酒井 亨 ４２８± ０１：２７．９１� ８６．４�
２３ ル ラ パ ン 牡３青鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６２－ ２１：２８．０クビ ９０．０�
７１４ グランカピタン 牡３鹿 ５６ 佐藤 聖也渡邉 満男氏 田子 冬樹 新ひだか 山岸 康 B４５６± ０ 〃 アタマ ４２９．０�
８１６ ファストカントリー 牡３栗 ５６ 水出 大介平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ５７０＋ ２１：２８．２１ ４１４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８１５，３００円 複勝： ２８，２４３，５００円 枠連： ２３，５８４，６００円

普通馬連： ８０，９７５，９００円 馬単： ５８，４６９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，７１１，２００円

３連複： ８８，１６７，５００円 ３連単： １４０，２６０，４００円 計： ４６５，２２７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � ９００円 � １６０円 枠 連（１－５） ８３０円

普通馬連 �� ９，８７０円 馬 単 �� １９，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９６０円 �� ２８０円 �� ２，７６０円

３ 連 複 ��� ９，７１０円 ３ 連 単 ��� ８３，４２０円

票 数

単勝票数 計 １９８１５３ 的中 � ４１００２（２番人気）
複勝票数 計 ２８２４３５ 的中 � ６１３４７（１番人気）� ５３５５（９番人気）� ５５６６４（２番人気）
枠連票数 計 ２３５８４６ 的中 （１－５） ２１１９３（３番人気）
普通馬連票数 計 ８０９７５９ 的中 �� ６０５５（２８番人気）
馬単票数 計 ５８４６９５ 的中 �� ２２２４（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５７１１２ 的中 �� ２９３６（２５番人気）�� ２７５５６（１番人気）�� ２０６０（２８番人気）
３連複票数 計 ８８１６７５ 的中 ��� ６７０５（３４番人気）
３連単票数 計１４０２６０４ 的中 ��� １２４１（２４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３５．１―４７．５―１：００．３―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングロビン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．８．２ 新潟３着

２００６．３．２８生 牡３鹿 母 テイクザレインズ 母母 クラシックダンサー ６戦１勝 賞金 １０，８００，０００円
〔制裁〕 キングスリージョン号の騎手田中博康は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１１番への進路影響）



０３０１５ ２月１日 晴 不良 （２１東京１）第２日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

３５ コスモフォース 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 様似 土井 仁 ５０２－ ２１：３８．１ ７．７�

７１３ ヒカルプリンス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘�橋 京子氏 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２－ ４１：３８．３１� １．４�

４７ クレッシェンド 牝３黒鹿５４ 小野 次郎グリーンスウォード 天間 昭一 浦河 上山牧場 ４８８± ０１：３９．０４ ６１．２�
８１５ シ ブ ン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝今 秀幸氏 水野 貴広 三石 萩澤 泰博 ４５２± ０１：３９．１クビ ６．７�
６１２ ユウユウラビット 牡３栗 ５６ 柴山 雄一喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 B５２８± ０ 〃 アタマ １７．６�
２４ ガイアファイア 牡３鹿 ５６ 内田 博幸千葉 正人氏 嶋田 潤 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４５８＋ ２１：３９．７３� ２５．８�
７１４ セトノアサート 牡３黒鹿５６ 田中 勝春難波 澄子氏 戸田 博文 日高 千葉飯田牧場 ４９６＋ ６ 〃 クビ ２６．９	
６１１ モアナパキピカ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真
錦岡牧場 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５３０＋ ４１：４０．０１� ２７５．０�
１１ ミツアキクイーン 牝３栗 ５４ 二本柳 壮山本 光明氏 二本柳俊一 日高 豊洋牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ １９２．２�
１２ ゴーゴーヒロシ 牡３栗 ５６

５４ △丸田 恭介ディアレスト 高橋 裕 新冠 テイエム牧場新冠分場 B４５４± ０１：４０．２１� ９９．９
２３ フナベンケイ �３栗 ５６ 高橋 智大橘 倍男氏 高橋 義博 浦河 ミルファーム ４７４＋１０１：４０．３クビ ８９．６�
４８ トシキャンディ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４８２± ０ 〃 アタマ ２８．６�
３６ スーパーオアシス 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹福島 実氏 嶋田 功 日高 沖田牧場 ４４６＋ ６１：４０．４� ９６．２�
８１６ ファインフレスコ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二大原 詔宏氏 谷原 義明 新冠 有限会社

大原ファーム ４４８－１４１：４０．６１� ２０６．４�
５９ オメガジャスパ 牡３栗 ５６ 赤木高太郎原 �子氏 小笠 倫弘 静内 岡田スタツド ４４４－１０１：４０．８１� １３６．６�
５１０ クリノメッセンジャ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 棚川 光男 ４５６＋ ２１：４１．５４ １２５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，７９４，４００円 複勝： ６１，８４３，６００円 枠連： ２３，４５２，３００円

普通馬連： ８０，８５１，３００円 馬単： ７５，８５２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，２５１，２００円

３連複： ９０，４４０，３００円 ３連単： １８７，９８３，７００円 計： ５７６，４６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � ６８０円 枠 連（３－７） ４１０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ２，８５０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ５，７１０円 ３ 連 単 ��� ３７，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２６７９４４ 的中 � ２７４６４（３番人気）
複勝票数 計 ６１８４３６ 的中 � ４７６７２（３番人気）� ３９８６４３（１番人気）� ８４４３（８番人気）
枠連票数 計 ２３４５２３ 的中 （３－７） ４２６５６（２番人気）
普通馬連票数 計 ８０８５１３ 的中 �� １３９２６７（２番人気）
馬単票数 計 ７５８５２９ 的中 �� ３１０３０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９２５１２ 的中 �� ３４７５３（２番人気）�� ２２１３（２５番人気）�� ６３５０（１０番人気）
３連複票数 計 ９０４４０３ 的中 ��� １１７０７（１５番人気）
３連単票数 計１８７９８３７ 的中 ��� ３７４１（９３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．１―３５．６―４７．９―１：００．９―１：１３．４―１：２５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモフォース �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１１．９ 東京２着

２００６．５．１３生 牡３鹿 母 アーミーリニア 母母 ヘイセイイブ ５戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マキシムギンガ号
（非抽選馬） １頭 レイクルイーズ号



０３０１６ ２月１日 晴 重 （２１東京１）第２日 第４競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時４０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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

１１ ダ ノ ニ ー 牝３青鹿 ５４
５１ ▲宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 B４６４± ０２：３２．６ １２．２�

４７ ブルースターキング 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４６０－ ２２：３３．０２� ４．７�
６１１ ワイルドトウショウ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６０－１２２：３３．２１� １２．１�
５１０ プチトムテン 牝３芦 ５４ 岩田 康誠吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４６２－ ４ 〃 クビ ６．９�
５９ アタゴオーラ 牡３栗 ５６ 御神本訓史坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 川上牧場 ４６８－ ８２：３３．３クビ ９．９�

（大井）

６１２ ネオディメンション 牡３青鹿５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４１４－ ２ 〃 ハナ ５．２	
１２ ブラストタリスマン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義村中 徳広氏 中川 公成 新冠 川上牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ ２．９

３５ ベルウッドローツェ 牡３栗 ５６

５５ ☆的場 勇人鈴木 照雄氏 小島 茂之 浦河 浦河土肥牧場 ４６６＋ ６２：３３．４クビ １１７．０�
２４ ダイワハンター 牡３鹿 ５６

５４ △丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５３２－ ２ 〃 クビ ７９．０�
７１４ リンガスアクター 牡３黒鹿５６ 川田 将雅伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４７２－ ２２：３３．６１� ４３．９
８１６ コナンエックス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真楠本 勝美氏 菅原 泰夫 静内 池田牧場 ４６４± ０２：３３．９１� ２４５．５�
２３ バンダムサピエンス 牡３黒鹿５６ 松岡 正海山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 ４８２＋ ２２：３４．１１� ３９．０�
８１５ リ ボ ー ン 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 日高 マリオステー

ブル ４６４－ ４２：３４．２� ２２２．２�
４８ シルクライトアップ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一有限会社シルク畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３６－ ６２：３４．４１� １６８．１�
７１３ メジロハリー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀メジロ商事� 相沢 郁 洞爺 メジロ牧場 ４３６＋ ６ 〃 クビ １７８．７�

（１５頭）
３６ キングヴィオラ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �社台レースホース伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，６４８，０００円 複勝： ３２，４０２，９００円 枠連： ２８，３２９，９００円

普通馬連： ８０，６８０，８００円 馬単： ５８，５６５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３６１，８００円

３連複： ８９，６７６，０００円 ３連単： １４５，９５１，２００円 計： ４８３，６１６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ３２０円 � ２００円 � ３１０円 枠 連（１－４） ５８０円

普通馬連 �� ２，７３０円 馬 単 �� ６，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� １，４３０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ７，８３０円 ３ 連 単 ��� ５５，１００円

票 数

単勝票数 計 ２１６４８０ 的中 � １４０３７（７番人気）
複勝票数 計 ３２４０２９ 的中 � ２５２３１（７番人気）� ４９８１８（３番人気）� ２６３１２（６番人気）
枠連票数 計 ２８３２９９ 的中 （１－４） ３６６１２（３番人気）
普通馬連票数 計 ８０６８０８ 的中 �� ２１８６１（１２番人気）
馬単票数 計 ５８５６５６ 的中 �� ６８６６（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３６１８ 的中 �� ６１００（１５番人気）�� ４４６２（１９番人気）�� ８２３９（１０番人気）
３連複票数 計 ８９６７６０ 的中 ��� ８４６３（２８番人気）
３連単票数 計１４５９５１２ 的中 ��� １９５５（１８３番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．９―１２．３―１２．９―１３．０―１３．４―１３．７―１３．１―１２．８―１２．０―１１．８―１２．５

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―２５．１―３７．４―５０．３―１：０３．３―１：１６．７―１：３０．４―１：４３．５―１：５６．３―２：０８．３―２：２０．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダ ノ ニ ー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１０．２５ 東京１０着

２００６．５．２生 牝３青鹿 母 リズミカルシチー 母母 ケイジヨイナー ５戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔出走取消〕 キングヴィオラ号は，疾病〔右前蹄球炎〕のため出走取消。
〔制裁〕 バンダムサピエンス号の騎手松岡正海は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（４番・５番への進路影響）
※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 ガートモンテス号・キャンディロック号・タイキシムーン号・トミケンコウテイ号
※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。



０３０１７ ２月１日 晴 重 （２１東京１）第２日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２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

５８ リーサムプライド 牡３芦 ５６ 岩田 康誠平田 修氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：５１．６ ５．７�

７１３ シ ー ブ ル ー 牝３黒鹿５４ 江田 照男宮川 純造氏 中川 公成 新冠 的場牧場 ４８８ ―１：５１．９２ １９．１�
３５ ニシノピンドン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ５２０ ―１：５２．１１� ２．２�
５９ タマモテノール 牡３栗 ５６ 御神本訓史タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 ４５８ ―１：５２．４１� ７．７�

（大井）

８１４ リアルディール 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン
牧場 ５２４ ― 〃 クビ １７．４�

７１２ マイネルコニファー 牡３鹿 ５６
５４ △丸田 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン �田 研二 新ひだか 金舛 幸夫 ４４４ ―１：５２．６１� ９６．３	
２２ ストームキング 牡３黒鹿５６ 福永 祐一
谷川牧場 栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ４４６ ―１：５３．６６ ５５．２�
６１０ タッチオブマスター 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 
社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：５４．７７ ８．５�
３４ オンワードフロイデ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹�オンワード牧場 松山 康久 浦河 オンワード牧場 ４７６ ―１：５４．９１� ５．５
４６ ケ ン マ 牡３栗 ５６ 郷原 洋司中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ５０８ ―１：５５．４３ １５４．４�
６１１ メジロパピオン 牡３芦 ５６ 武士沢友治メジロ商事� 保田 一隆 洞爺湖 メジロ牧場 ４５８ ―１：５７．２大差 ３９．０�
２３ トウショウフォルテ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二トウショウ産業� 中島 敏文 新ひだか 紺野 猛 ５３４ ―１：５７．６２� １０４．４�
８１５ アイアイシミズ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真齊藤 敬氏 星野 忍 新ひだか 静内坂本牧場 ３９８ ―１：５９．０９ １８４．５�
４７ ノ ア レ ッ ド 牝３栗 ５４

５３ ☆的場 勇人佐山 公男氏 高木 登 むかわ エスティウィンファーム ４４２ ―１：５９．１� １７２．２�

（１４頭）
１１ スラマティンガル 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次加藤 信之氏 天間 昭一 新ひだか 西村 和夫 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２６，４０５，８００円 複勝： ２９，３３９，２００円 枠連： ２６，３４６，３００円

普通馬連： ７２，２８７，２００円 馬単： ５９，１１０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３４１，６００円

３連複： ７９，３１２，４００円 ３連単： １３４，６９１，９００円 計： ４５１，８３４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １８０円 � ３００円 � １３０円 枠 連（５－７） １，７９０円

普通馬連 �� ３，２００円 馬 単 �� ６，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ３２０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ２，８４０円 ３ 連 単 ��� ２３，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２６４０５８ 的中 � ３６８２３（３番人気）
複勝票数 計 ２９３３９２ 的中 � ４３３０９（２番人気）� １８８０２（７番人気）� ７９６０５（１番人気）
枠連票数 計 ２６３４６３ 的中 （５－７） １０９２２（７番人気）
普通馬連票数 計 ７２２８７２ 的中 �� １６７０４（１４番人気）
馬単票数 計 ５９１１０１ 的中 �� ６８２４（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３４１６ 的中 �� ７１０６（１１番人気）�� ２０６８８（２番人気）�� ９９８０（８番人気）
３連複票数 計 ７９３１２４ 的中 ��� ２０６６４（８番人気）
３連単票数 計１３４６９１９ 的中 ��� ４２４０（８０番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．８―１１．６―１２．２―１２．７―１３．５―１２．６―１１．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．９―３６．５―４８．７―１：０１．４―１：１４．９―１：２７．５―１：３８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．２―３F３６．７

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

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

勝馬の
紹 介

リーサムプライド �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Kaldoun 初出走

２００６．４．２生 牡３芦 母 コ ミ ラ ス 母母 Rive Du Sud １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔出走取消〕 スラマティンガル号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔その他〕 メジロパピオン号は，競走中に疾病〔左第３中手骨々折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を

除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウショウフォルテ号・アイアイシミズ号・ノアレッド号は，平成２１年３月１日まで平地競走に出走

できない。
※出走取消馬 クリスチャンパール号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕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１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 カミノスカーレット号・カミノランナー号・シンボリオセロット号・トップモーション号・トーセントロタノワ号・

ヒカルビンテージ号・ファーストレーン号・ペカー号・ミッキートリック号・メジロゲッタウェイ号・ユウカゼ号・
ラストムービー号・ロードパンサー号

※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。



０３０１８ ２月１日 晴 不良 （２１東京１）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

３６ グラスキング 牡３鹿 ５６ 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０４－ ４１：２５．０ ７．７�

８１６ タイキジャガー 牡３鹿 ５６ 御神本訓史�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ２７．０�
（大井）

４７ � スーパーマークン 牡３芦 ５６ O．ペリエ 小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ４４０± ０ 〃 ハナ ４０．６�
（仏）

６１１� プレジャーラン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Sequel２００３＆
Lynda Richter ５０２－ ６１：２５．２１ １３．０�

６１２ タマニューホープ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４５８± ０１：２５．３� ９．９�
２４ フェイマステイル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：２５．４クビ ２．８�
２３ � ミスターレンチ 牡３栗 ５６ 江田 照男	ジェイアール 岩戸 孝樹 米

J&J Equine
Investments
Corp, L. C.

５２０－ ８１：２５．６１	 ２．７

７１４ エフケーアスコット 牝３鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人布施 貞夫氏 小桧山 悟 三石 加野牧場 ４７８± ０１：２５．８１
 ２７４．４�
８１５� セイウンリファイン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones ４８０－ ２１：２６．１１� １４．６�
７１３� センリグランピー 牡３鹿 ５６ 菅原 俊吏千葉ちや子氏 菅原 右吉 浦河 大北牧場 ４２８－ ５１：２６．４１� ３２１．５

（岩手） （岩手）

４８ � ジョウキゲン 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭野島 春男氏 南田美知雄 日高 野島牧場 ４４０＋ ４１：２６．５� ２４４．９�
３５ � パープルマジック 牡３黒鹿５６ 石橋 脩水上 行雄氏 柴田 政人 新ひだか 塚田 達明 ４５８＋ ６１：２６．８１� １４３．５�
５１０� フジフーフー 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人�フジレーシング 松永 康利 新冠 小泉 学 ４６８－ ２１：２６．９	 ３３７．２�
５９ � ヴィルヌーヴダスク 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 斎藤 宏 日高 サンシャイン

牧場 ４６４＋ ２１：２７．４３ ３２５．８�
１１ エーシンビッグシー 牡３芦 ５６ 岩田 康誠平井 宏承氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４８２－１０１：２８．０３	 ２７．３�
１２ ナイトスズラン 牡３黒鹿５６ 川田 将雅鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 森 笹川大晃牧場 ４５８－ ６１：２９．２７ ４３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，６７４，５００円 複勝： ４３，３６０，０００円 枠連： ３４，５５４，５００円

普通馬連： １０１，７１１，３００円 馬単： ７４，９３３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，２６８，８００円

３連複： １０９，１０２，５００円 ３連単： １９１，４３６，７００円 計： ６１９，０４１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２５０円 � ６５０円 � １，０３０円 枠 連（３－８） ２，５３０円

普通馬連 �� ７，６２０円 馬 単 �� １３，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１８０円 �� ２，７２０円 �� ７，８７０円

３ 連 複 ��� ６３，３５０円 ３ 連 単 ��� ２９９，９６０円

票 数

単勝票数 計 ３０６７４５ 的中 � ３１３９３（３番人気）
複勝票数 計 ４３３６００ 的中 � ５５０５４（３番人気）� １６３５３（７番人気）� ９８６８（９番人気）
枠連票数 計 ３４５５４５ 的中 （３－８） １００９３（９番人気）
普通馬連票数 計１０１７１１３ 的中 �� ９８５３（２５番人気）
馬単票数 計 ７４９３３６ 的中 �� ４０８０（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３２６８８ 的中 �� ３８０１（２３番人気）�� ３０２３（２６番人気）�� １０２６（４８番人気）
３連複票数 計１０９１０２５ 的中 ��� １２７１（１１２番人気）
３連単票数 計１９１４３６７ 的中 ��� ４７１（５７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３４．８―４７．１―５９．６―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスキング �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Homebuilder デビュー ２００８．９．１４ 中山３着

２００６．４．２７生 牡３鹿 母 レゾンデートル 母母 ダブルバンドルズ ５戦２勝 賞金 １４，５００，０００円
※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） ９頭 アイアンデューク号・キャラメルボイス号・キングスウィープ号・ケイアイテンジン号・コスモオー号・

コスモカラーズ号・ナイスプロテクター号・ハッピーシャトル号・ビッグジャンパー号
※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。



０３０１９ ２月１日 晴 稍重 （２１東京１）第２日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分 （芝・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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４８ メイショウマリア 牝４青 ５４ 横山 典弘松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：４８．７ ４．０�

６１２ ウォーボネット 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：４８．８� ８．３�
３５ ニシノブルームーン 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ ３．１�
５９ マイネルフェスタ 牡４鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 平取 船越 伸也 ５２２＋ ２１：４８．９クビ ４２．０�
８１５� ロックバルーン 牡４栗 ５６ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch

Bages Ltd ４６０－ ８１：４９．０	 ３６．０�
７１３�
 ダイワオージー 牡５鹿 ５７ 福永 祐一大城 敬三氏 嶋田 功 豪 Katom, Chel-

ston Ireland Ltd ５２０＋ ６ 〃 ハナ ５．０�
３６ 
 ヒカルマンテンボシ 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝�橋 京子氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８± ０１：４９．１クビ ２３．８	
２４ エイシンフレンチ 牡４栗 ５６ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５２２＋１４ 〃 クビ ２７．２

１２ ロードキャニオン �５鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム B４４４＋ ２１：４９．４２ １２４．９�
１１ エイブルベガ 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５１２－ ８１：４９．５� ６．６�
７１４ サンワードヒラリー 牝４鹿 ５４ 勝浦 正樹古谷 敏明氏 中川 公成 新冠 村田牧場 ４４８＋ ２１：４９．７１� １１６．０
６１１�
 ジューシージーン 牝４鹿 ５４ 田中 勝春山本 英俊氏 鹿戸 雄一 英

Sheikh Ab-
dulla Bin lsa
Al－Khalifa

４７４± ０１：５０．０２ １４３．７�
５１０ ダンツショウグン 牡４鹿 ５６ 大野 拓弥山元 哲二氏 鈴木 勝美 様似 様似渡辺牧場 ４４８－ ２１：５０．３１	 ８０．１�
２３ シングンリターンズ 牡４鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ２９．３�
４７ ブ リ オ ー サ 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：５１．２５ ２２２．７�
８１６ マイネルランページ 牡５芦 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 小屋畑 和久 ４９０＋ ４１：５２．１５ １６２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，８６５，６００円 複勝： ５６，８６１，４００円 枠連： ３２，２７１，０００円

普通馬連： １３０，８３７，８００円 馬単： ８５，６４３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，８６９，０００円

３連複： １３１，９５４，２００円 ３連単： ２２８，５２２，０００円 計： ７４６，８２４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２００円 � １９０円 � １４０円 枠 連（４－６） ２，３５０円

普通馬連 �� ２，７４０円 馬 単 �� ４，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２００円 �� ５１０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ２，５２０円 ３ 連 単 ��� １９，４５０円

票 数

単勝票数 計 ３９８６５６ 的中 � ８００１３（２番人気）
複勝票数 計 ５６８６１４ 的中 � ６４０４８（５番人気）� ７５０６７（３番人気）� １４１９６３（１番人気）
枠連票数 計 ３２２７１０ 的中 （４－６） １０１３５（１１番人気）
普通馬連票数 計１３０８３７８ 的中 �� ３５２７６（１１番人気）
馬単票数 計 ８５６４３０ 的中 �� １２７２５（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０８６９０ 的中 �� ７６９８（１３番人気）�� １９８３７（５番人気）�� ２９４９９（２番人気）
３連複票数 計１３１９５４２ 的中 ��� ３８６８８（６番人気）
３連単票数 計２２８５２２０ 的中 ��� ８６７１（４５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．３―１２．４―１２．４―１２．４―１２．１―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．２―３４．５―４６．９―５９．３―１：１１．７―１：２３．８―１：３５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．０

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

・（１，８）（２，１５，１６）５－６（３，１３）７（４，１２）９－（１０，１４）－１１・（８，２）１６，１－１５（５，６）（７，１３）１２（３，４，９）１０，１４－１１
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４青 母 メイショウサブリナ 母母 タラズチャーマー ８戦２勝 賞金 ２０，０５８，０００円
〔制裁〕 ヒカルマンテンボシ号の騎手後藤浩輝は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 リバートーマス号



０３０２０ ２月１日 晴 重 （２１東京１）第２日 第８競走 ��２，１００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００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

８１５ ヤエノアカハチ 牡５栗 ５７ 田辺 裕信�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４６４－ ６２：１２．１ １６．１�

７１４ キングブライト 牡５鹿 ５７ 嘉藤 貴行浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド B４８６＋ ２２：１２．４１� ４８．７�
５９ ニシノノイジー �４栗 ５６ 中舘 英二西山 茂行氏 中竹 和也 鵡川 西山牧場 ４７６－ ８ 〃 クビ ６．５�
５１０ マイネルアーバニタ 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ２ 〃 ハナ １３．５�
１１ � キッズポケット 牡４栗 ５６ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ５００－１２２：１２．６１� ４６．６�
３６ アドマイヤワールド 牡５鹿 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ５１６－ ４２：１３．２３	 ４．６	
２４ ボ ナ パ ル ト �７鹿 ５７ 蛯名 正義吉田 勝己氏 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ６ 〃 クビ ２０．８

４７ ルナエクリプス 牡４黒鹿５６ 横山 典弘岡田 牧雄氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ４４６－ ４２：１３．３クビ ４９．８�
７１３ メイショウテッペイ 牡４鹿 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ５１６－１２２：１３．４	 ４．４�
３５ キ ク ジ ロ ウ 牡４青鹿５６ 吉田 豊陣内 孝則氏 高市 圭二 静内 キヨミネ牧場 ５１２－ ６２：１３．５� １０７．６
６１１ スマイルオンザラン 牡４鹿 ５６ O．ペリエ 小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 ４７４± ０２：１３．８１� ４．４�

（仏）

１２ ハンサムデイイヤツ 牡４栗 ５６ 大野 拓弥吉田 照哉氏 石毛 善彦 千歳 社台ファーム ５２４± ０２：１４．０１� １９．０�
８１６ ウ イ ン ク 牝４鹿 ５４ 内田 博幸百万 武夫氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４７６＋ ２２：１４．２１	 １２．１�
４８ ル ド ベ キ ア 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆田中 博康吉田 安惠氏 秋山 雅一 追分 追分ファーム ５４２＋１２２：１４．４１ ５１．７�
２３ イマジンノココロヲ 牡４鹿 ５６ 柴山 雄一小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 ４９４－ ４２：１５．２５ ６５．７�
６１２� タケショウダンデー 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真�ナイト商事 矢野 照正 様似 山口 幸雄 ５２８＋１４２：１５．５２ １９３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，２１１，８００円 複勝： ５０，２０８，３００円 枠連： ４０，５７９，９００円

普通馬連： １４３，５６３，１００円 馬単： ９０，８１１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，９３５，９００円

３連複： １５４，２４９，５００円 ３連単： ２６２，４１９，９００円 計： ８１８，９８０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ４００円 � ８３０円 � ２７０円 枠 連（７－８） １，２３０円

普通馬連 �� ２２，８７０円 馬 単 �� ４４，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，２９０円 �� １，９８０円 �� ３，７１０円

３ 連 複 ��� ５１，４４０円 ３ 連 単 ��� ３８９，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３４２１１８ 的中 � １６７７４（７番人気）
複勝票数 計 ５０２０８３ 的中 � ３３４２１（７番人気）� １４２２８（１０番人気）� ５５１６１（３番人気）
枠連票数 計 ４０５７９９ 的中 （７－８） ２４４９０（６番人気）
普通馬連票数 計１４３５６３１ 的中 �� ４６３４（６３番人気）
馬単票数 計 ９０８１１８ 的中 �� １５００（１１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２９３５９ 的中 �� １９７８（５８番人気）�� ５４１９（２６番人気）�� ２８３９（４７番人気）
３連複票数 計１５４２４９５ 的中 ��� ２２１３（１５４番人気）
３連単票数 計２６２４１９９ 的中 ��� ４９７（１０９７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．０―１８．４―３１．０―４４．１―５６．７―１：０８．８―１：２１．３―１：３４．４―１：４７．３―１：５９．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヤエノアカハチ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００６．７．３０ 新潟３着

２００４．５．７生 牡５栗 母 ミ オ ツ ク シ 母母 ミスシリネラ ２６戦２勝 賞金 ４４，７３０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 タケショウダンデー号の騎手伊藤工真は，１コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（４番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 オンワードオウガ号・マダムビジュー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０３０２１ ２月１日 晴 稍重 （２１東京１）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

りっしゅん

立 春 賞
発走１４時３５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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４４ ツバサドリーム 牡５栗 ５７ 蛯名 正義�RRA 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４９０－ ６１：４８．８ ３．８�

７８ ダブルヒーロー 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一小川 弘氏 天間 昭一 浦河 北光牧場 ５１８－２０ 〃 クビ １５．６�
６６ スーパープライド 牡４栗 ５６ 内田 博幸村山 義一氏 谷原 義明 平取 原田 新治 ４８６－ ２１：４９．１２ ３．１�
１１ ナショナルホリデー 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４８８－ ４１：４９．４２ ７．２�
３３ � マルターズオリジン 牝４鹿 ５４ 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 米 Yoshio Fujita ４６４－ ６１：４９．５� ８．１�
５５ エバンジェリスト 	６鹿 ５７ 武士沢友治吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２ 〃 クビ １４．４	
２２ ディーエスハリアー 牡７鹿 ５７ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４７８＋１８１：４９．７１
 ６５．０

８１１ マイネルファーマ 牡６栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 三石 山際牧場 ４９４－ ２１：４９．８クビ ６．１�
６７ ワイルドコンコルド 牡５青 ５７ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ５３６＋１２１：５０．１１� １３．３�
８１０ デジデーリオ 牡７鹿 ５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：５０．７３� １３９．５
７９ � ストールンブライド 牝６鹿 ５５ 福永 祐一�野 葉子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４７０＋ ４１：５１．３３� ７６．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３８，５０５，８００円 複勝： ５７，２１２，９００円 枠連： ３６，８０６，３００円

普通馬連： １８２，６６１，７００円 馬単： １１５，４７８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，２６８，３００円

３連複： １６２，４２５，６００円 ３連単： ３８９，５５８，６００円 計： １，０２６，９１７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � ３３０円 � １３０円 枠 連（４－７） ２，９２０円

普通馬連 �� ３，５００円 馬 単 �� ４，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� ２７０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ３，１６０円 ３ 連 単 ��� ２２，８００円

票 数

単勝票数 計 ３８５０５８ 的中 � ８１４４４（２番人気）
複勝票数 計 ５７２１２９ 的中 � ９８７９１（２番人気）� ３２１３０（８番人気）� １５１５２２（１番人気）
枠連票数 計 ３６８０６３ 的中 （４－７） ９３０７（１５番人気）
普通馬連票数 計１８２６６１７ 的中 �� ３８５５３（１７番人気）
馬単票数 計１１５４７８４ 的中 �� １７４１０（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４２６８３ 的中 �� ９８３０（１６番人気）�� ４７１４１（１番人気）�� １２４８１（１２番人気）
３連複票数 計１６２４２５６ 的中 ��� ３７９９５（１２番人気）
３連単票数 計３８９５５８６ 的中 ��� １２６１１（８９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．９―１２．３―１２．４―１２．２―１１．５―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．０―４８．３―１：００．７―１：１２．９―１：２４．４―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．９

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツバサドリーム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００６．９．２４ 中山１着

２００４．３．９生 牡５栗 母 フライングカラーズ 母母 オオミシヤダイ １２戦４勝 賞金 ５４，１３１，０００円



０３０２２ ２月１日 晴 稍重 （２１東京１）第２日 第１０競走 ��
��１，６００�

せつぶん

節分ステークス
発走１５時１０分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．２．２以降２１．１．２５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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

４７ � ライブコンサート �５黒鹿５６ 岩田 康誠グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.
Chandris ４８０＋ ２１：３５．２ ５．２�

６１２ ブルーマーテル 牡５栗 ５４ 柴山 雄一吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４６０－ ４１：３５．４１ １３．６�
２４ マイネルファルケ 牡４鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５２２－ ４１：３５．５� ２．６�
３６ メガトレンド 牡７黒鹿５５ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ５１０± ０１：３５．６� １８．５�
７１４ シャランジュ 牝４鹿 ５３ 御神本訓史伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４３８＋ ６１：３５．７� ７４．２�
（大井）

８１５ ノープロブレム 牡６栗 ５５ 藤田 伸二上田 宗義氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム ４９０± ０ 〃 クビ １４．９	
１１ タケショウオージ 牡４鹿 ５５ 内田 博幸�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４６６＋ ４１：３５．８� ８．０

５９ ショウナンアクロス 牡４鹿 ５５ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８＋ ２ 〃 クビ ３５．８�
４８ リアルコンコルド 牡７鹿 ５６ 中舘 英二近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８２－ ８１：３５．９	 ２３．９�
２３ タイセイハニー 牝６芦 ５２ 江田 照男田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ４８８＋ ４ 〃 クビ ５３．９
７１３ グッドキララ 牡５鹿 ５５ 福永 祐一杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５２２－ ６１：３６．０クビ １１．１�
８１６ トーセンイマジゲン 牡５栗 ５６ 蛯名 正義島川 �哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４８６± ０ 〃 ハナ １２．２�
１２ アクロスザヘイブン 牝６鹿 ５３ 田中 勝春 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４８２＋ ６１：３６．１� ５１．０�
６１１ マイネルパシオン 牡７青鹿５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柄崎 孝 静内 ビツグレツドフアーム ４９０＋ ２１：３６．７３� ９２．４�
３５ 
 ペ リ ー 牡６芦 ５４ 的場 勇人 �ワールド・パーム 的場 均 三石 斉藤スタッド ４６２－ ６１：３７．０１	 １２９．２�
５１０ スワンキーポーチ 牝４栗 ５３ 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７８＋１８１：３８．１７ １９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，６０８，１００円 複勝： ８５，９５１，８００円 枠連： ６７，３５１，８００円

普通馬連： ３００，９１９，９００円 馬単： １６１，９３５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，６０８，０００円

３連複： ２８７，８４１，４００円 ３連単： ５７９，６０１，７００円 計： １，６１０，８１７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １５０円 � ３３０円 � １３０円 枠 連（４－６） ２，９４０円

普通馬連 �� ３，７８０円 馬 単 �� ６，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� ２７０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ３，４８０円 ３ 連 単 ��� ２５，７９０円

票 数

単勝票数 計 ５４６０８１ 的中 � ８４３５７（２番人気）
複勝票数 計 ８５９５１８ 的中 � １５７７０２（２番人気）� ４７３４７（６番人気）� ２２８２６１（１番人気）
枠連票数 計 ６７３５１８ 的中 （４－６） １６９４０（１３番人気）
普通馬連票数 計３００９１９９ 的中 �� ５８８１８（１３番人気）
馬単票数 計１６１９３５１ 的中 �� １８５１９（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２６０８０ 的中 �� １４０００（１４番人気）�� ７８７０５（１番人気）�� ２０５８４（６番人気）
３連複票数 計２８７８４１４ 的中 ��� ６１１４６（６番人気）
３連単票数 計５７９６０１７ 的中 ��� １６５８７（４８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．３―１１．７―１２．７―１２．５―１１．７―１１．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．５―３４．２―４６．９―５９．４―１：１１．１―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ライブコンサート �
�
父 Singspiel �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００７．１．１４ 京都６着

２００４．４．８生 �５黒鹿 母 Dance Lively 母母 Tivli １７戦５勝 賞金 ７９，７７８，０００円
〔発走状況〕 タイセイハニー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ノープロブレム号の調教師昆貢は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔調教再審査〕 タイセイハニー号は，発走調教再審査。
※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。



０３０２３ ２月１日 晴 重 （２１東京１）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�第２３回根岸ステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （ダート・左）
４歳以上；負担重量は，４歳５５�５歳以上５６�，牝馬２�減，２０．２．２以降GⅠ競走（牝馬
限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２０．２．１以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

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（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

６１１� フェラーリピサ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 米 Sarum Farm ５０２＋ ２１：２２．１ ７．０�

２４ ヒシカツリーダー 牡５青 ５６ 木幡 初広阿部雅一郎氏 小島 貞博 浦河 中村 雅明 ５３０－ ２ 〃 クビ ８．０�
２３ � セントラルコースト 牡４鹿 ５５ 内田 博幸�ダノックス 池江 泰寿 米 J. V. Shields Jr.

& Robert N. Clay ５０２± ０１：２２．２� １１．７�
７１３ アドマイヤスバル 牡６青鹿５６ 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５１０－１４１：２２．４１	 ６．７�
１２ バンブーエール 牡６栗 ５９ 松岡 正海�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４８２＋ １１：２２．８２
 ４．６�
１１ � ビクトリーテツニー 牡５栗 ５７ 横山 典弘榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge

Farm ４８２± ０１：２２．９クビ ５．８	
３６ ナンヨーヒルトップ 牡４栗 ５５ 藤田 伸二中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム ５０２± ０１：２３．１１
 ８．６

４８ オ フ ィ サ ー 牡７栗 ５６ O．ペリエ 広尾レース� 森 秀行 白老 白老ファーム ５００± ０ 〃 クビ １６．９�

（仏）

５９ � フジノウェーブ 牡７芦 ５８ 御神本訓史大志総合企画� 高橋 三郎 浦河 笹島 政信 ４７８± ０１：２３．２クビ ５９．６�
（大井） （大井）

６１２ ニシノナースコール 牝７黒鹿５４ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４５２－ ４ 〃 ハナ ４５．６
８１５ スリーアベニュー 牡７栗 ５６ 田中 勝春永井商事� 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ５０６＋ ４１：２３．７３ ２３．７�
３５ ブイチャレンジ 牡４栗 ５５ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４８０＋１６１：２３．９１	 ２６．８�
４７ ボードスウィーパー 牡８鹿 ５６ 小野 次郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 白老ファーム ４６８－ ２１：２４．１１ ７５．５�
７１４ リミットレスビッド 牡１０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 ５００－１７ 〃 クビ ７９．５�
５１０ マルカフェニックス 牡５栗 ５８ 福永 祐一河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ５１２－１６１：２４．５２
 ２４．５�
８１６ ダンツキッスイ 牡４鹿 ５６ 中舘 英二山元 哲二氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 ５３２＋ ２１：２６．５大差 ９３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５１，７７０，５００円 複勝： ２０５，１２４，５００円 枠連： ２０６，０３６，８００円

普通馬連： １，０４０，８８８，８００円 馬単： ５３０，９９２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１３，２３６，２００円

３連複： １，０５１，１５８，０００円 ３連単： ２，２１９，５２８，０００円 計： ５，６１８，７３５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２６０円 � ２９０円 � ４１０円 枠 連（２－６） １，８８０円

普通馬連 �� ４，１５０円 馬 単 �� ８，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５００円 �� １，５００円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� １５，９８０円 ３ 連 単 ��� ８８，５００円

票 数

単勝票数 計１５１７７０５ 的中 � １７３１１４（４番人気）
複勝票数 計２０５１２４５ 的中 � ２２６３６９（４番人気）� １９２１１７（５番人気）� １２２２６５（７番人気）
枠連票数 計２０６０３６８ 的中 （２－６） ８１０３７（９番人気）
普通馬連票数 計１０４０８８８８ 的中 �� １８５３９７（１８番人気）
馬単票数 計５３０９９２５ 的中 �� ４８０９６（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１３２３６２ 的中 �� ３５２９２（１８番人気）�� ３５２３７（１９番人気）�� ２４８９３（２７番人気）
３連複票数 計１０５１１５８０ 的中 ��� ４８５６０（５０番人気）
３連単票数 計２２１９５２８０ 的中 ��� １８５０９（２８１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１２．１―１２．１―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．８―３４．１―４６．２―５８．３―１：０９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
３ １６，３（６，１１）（２，８，１４）１０（１，９，１３）（４，１２）－１５－７－５ ４ １６，３（６，１１）（２，１４）８（１，９，１０，１３）（１５，４，１２）－７－５

勝馬の
紹 介

�フェラーリピサ �
�
父 Touch Gold �

�
母父 Capote デビュー ２００７．１．１３ 京都２着

２００４．４．２８生 牡５鹿 母 Dolly Talbo 母母 Lochlin １７戦６勝 賞金 ２０５，１４０，０００円
［他本会外：２戦１勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）３６頭 アグネストレジャー号・アポロドルチェ号・アロマキャンドル号・ウイントリガー号・エアアドニス号・

エーシンフォワード号・カフェオリンポス号・ガブリン号・キクノアロー号・クィーンオブキネマ号・クリーン号・
サイボーグ号・サクラオリオン号・スナークファルコン号・セレスハント号・テンイムホウ号・
トウショウパワーズ号・トロピカルライト号・ハギノトリオンフォ号・ピンクカメオ号・フリートアドミラル号・
ベストオブミー号・ペプチドルビー号・ベルーガ号・マイネルスケルツィ号・マチカネオーラ号・
マルブツリード号・ミリオンウェーブ号・ミリオンディスク号・メイショウシャフト号・ヤマノルドルフ号・
ライムキャンディ号・ランヘランバ号・レキシントンシチー号・ロールオブザダイス号・ワキノカイザー号

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



０３０２４ ２月１日 晴 重 （２１東京１）第２日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４７ ゲイルカフェ 牡４栗 ５６ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４４４－ ６１：３６．９ ２７．１�

５９ � エ イ ワ ナ ギ 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. B５３２－ ２１：３７．２１� ２１．５�

３６ シャドウストライプ 牡５栗 ５７ 藤田 伸二飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３８＋ ６１：３７．３� ４．７�
７１３	 メイクアダッシュ 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎�谷岡牧場 境 征勝 静内 谷岡牧場 ４７６± ０１：３７．４
 ４１．９�
６１２ マイネルウォルビス 牡４鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安達 昭夫 門別 天羽 禮治 ５２２＋ ４ 〃 クビ ２３．７�
４８ ギ ン ゲ イ 牡４芦 ５６ 御神本訓史加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新冠 長浜 忠 ４８２－ ２１：３７．５クビ ２７．２	

（大井）

６１１ デスバラード 牡６鹿 ５７ 吉田 豊ディアレスト 田村 康仁 三石 三石ファーム ４７４＋１０ 〃 アタマ ８０．４

３５ マイネルサラン 牡４芦 ５６

５４ △丸田 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 浦河 鎌田 正嗣 ４７６＋ ２１：３７．６
 ２９．６�

８１６ スカーレットライン 牡４栗 ５６ 横山 典弘 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：３７．７クビ ６．３�
２３ マイネルアベニール 牡４栗 ５６ 石橋 脩 �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 ４９２＋ ２ 〃 アタマ ９１．３
８１５ キモンホワイト 牡４芦 ５６ 内田 博幸小林 祥晃氏 上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ５１０＋２０１：３７．９１
 ８５．７�
１１ バトルブリンディス 牡４青鹿５６ 松田 大作宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４５２± ０１：３８．３２
 ５４．４�
７１４� メルボルンシチー 牡８鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 豪 Segenhoe
Stud ４８６＋ ２ 〃 ハナ ２１０．４�

１２ �	 シルクプロフェット �７栗 ５７ 大庭 和弥有限会社シルク牧 光二 米 Mt. Brilliant
Farm LLC ４８４＋ ２ 〃 ハナ １５１．２�

５１０ ファイナルコート 牡４青鹿５６ O．ペリエ �嶋 祐子氏 藤岡 健一 静内 フジワラフアーム ５２６± ０１：３８．７２
 １．９�
（仏）

２４ � フェスティバルイヴ �４黒鹿５６ 福永 祐一前田 幸治氏 和田 正道 米 Brereton
C. Jones ４６８＋ ６１：３９．２３ １５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７２，０２１，４００円 複勝： ８８，３５８，５００円 枠連： ７６，７５３，０００円

普通馬連： ３００，８３１，２００円 馬単： ２１１，２７３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ８５，７９８，７００円

３連複： ３１８，４９２，９００円 ３連単： ７５４，３２８，０００円 計： １，９０７，８５６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７１０円 複 勝 � ５９０円 � ４１０円 � ２００円 枠 連（４－５） １，１２０円

普通馬連 �� １６，６７０円 馬 単 �� ３６，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２３０円 �� ２，０３０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ３０，１１０円 ３ 連 単 ��� ２４０，３７０円

票 数

単勝票数 計 ７２０２１４ 的中 � ２０９４５（７番人気）
複勝票数 計 ８８３５８５ 的中 � ３４００９（８番人気）� ５３１６２（５番人気）� １４４０５７（２番人気）
枠連票数 計 ７６７５３０ 的中 （４－５） ５０８８５（３番人気）
普通馬連票数 計３００８３１２ 的中 �� １３３１９（３８番人気）
馬単票数 計２１１２７３０ 的中 �� ４２７５（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８５７９８７ 的中 �� ４８９２（４０番人気）�� １０４３０（１９番人気）�� １６４１１（１２番人気）
３連複票数 計３１８４９２９ 的中 ��� ７８０７（７６番人気）
３連単票数 計７５４３２８０ 的中 ��� ２３１６（５３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．３―４７．７―１：００．６―１：１２．７―１：２４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲイルカフェ �
�
父 トワイニング �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１１．３ 福島４着

２００５．５．３生 牡４栗 母 エアシビュラ 母母 アイシーゴーグル １７戦３勝 賞金 ３９，６８０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（２１東京１）第２日 ２月１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

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

２４９，７９０，０００円
２，１３０，０００円
１８，１３０，０００円
１，７５０，０００円
２５，１８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，７９７，０００円
５，０３０，０００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
５３７，４７０，０００円
７７４，０４７，３００円
６１９，３７４，４００円
２，６０１，３６１，０００円
１，５８３，４５９，８００円
６６７，２９９，９００円
２，６５９，６７８，６００円
５，３８２，７７６，１００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 １４，８２５，４６７，１００円

総入場人員 ４１，００３名 （有料入場人員 ４０，２９１名）




