
０３０３７ ２月８日 晴 良 （２１東京１）第４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

８１６ ユウキハングリー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 静内 前谷 武志 B５２６－ ２１：２０．７ ６０．４�

４７ コロナループ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 二ノ宮敬宇 日高 加藤牧場 ５００＋２６１：２０．８� ７．６�
１１ スプラッシュエンド 牡３栗 ５６ 横山 典弘広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 ４６６± ０１：２１．１２ １．４�
５１０ フレアリングローズ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ４７４± ０１：２１．２� １５．２�
４８ ベルモントアイリス 牝３黒鹿５４ 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 ４７６－ ６１：２２．４７ ２２．４�
５９ デライトシチー 牡３鹿 ５６ 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 松永 康利 日高 富川田中牧場 ５１０－ ２１：２２．８２� １０７．８	
６１１ レッドハイヒール 牝３鹿 ５４ 松岡 正海村島 昭男氏 松山 将樹 新冠 カミイスタット ４８８＋ ６１：２３．２２� １７．０

１２ メジロテンダー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５２６－１４ 〃 クビ ３７．８�
３５ セレストラメール 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義武田 茂男氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ １０．４�
７１４ ヴァンブルー 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 嶋田 功 日高 高山牧場 ４４２＋ ２１：２３．３クビ １９０．８
８１５ シルクスフィーダ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ １１６．６�
２３ ナ ガ タ ヒ メ 牝３栗 ５４ 高橋 智大紙透 一雄氏 高橋 義博 新冠 森 牧場 ４２２± ０１：２４．２５ ３５１．４�
３６ コパノチカチャン 牝３鹿 ５４ 田中 勝春小林 祥晃氏 上原 博之 日高 日高大洋牧場 ４３４＋ ２ 〃 ハナ ７６．４�
２４ モルフェキセキ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次並河賢一郎氏 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４８４± ０１：２４．３� ９７．７�
７１３ エイコオミリオン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一今 秀幸氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４７２＋１２１：２４．９３� ４５．３�
６１２ ヴィーヴァドマーニ 牝３芦 ５４ 御神本訓史芹澤 精一氏 勢司 和浩 新ひだか 武 牧場 ４６８± ０１：２５．１１ １８３．２�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，８２５，８００円 複勝： ５９，５９６，９００円 枠連： ２１，１８８，１００円

普通馬連： ７５，５０６，３００円 馬単： ６５，１８１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，９１０，２００円

３連複： ８５，６０３，７００円 ３連単： １４６，５３９，３００円 計： ５０２，３５１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，０４０円 複 勝 � ８５０円 � ２３０円 � １１０円 枠 連（４－８） ８，９９０円

普通馬連 �� ２４，３１０円 馬 単 �� ７４，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９３０円 �� １，２２０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ６，４７０円 ３ 連 単 ��� １５９，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２２８２５８ 的中 � ２９７９（９番人気）
複勝票数 計 ５９５９６９ 的中 � ６３４１（９番人気）� ３２８４８（３番人気）� ３９７３６１（１番人気）
枠連票数 計 ２１１８８１ 的中 （４－８） １７４０（１９番人気）
普通馬連票数 計 ７５５０６３ 的中 �� ２２９３（３９番人気）
馬単票数 計 ６５１８１５ 的中 �� ６４３（９０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５９１０２ 的中 �� １４６７（３８番人気）�� ４９３３（１２番人気）�� ２３３３１（２番人気）
３連複票数 計 ８５６０３７ 的中 ��� ９７７９（２１番人気）
３連単票数 計１４６５３９３ 的中 ��� ６８０（３４５番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．５―１０．９―１２．２―１２．５―１３．４―１４．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１７．６―２８．５―４０．７―５３．２―１：０６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．２―３F４０．０
３ １６－７，６（１，１１）（４，５）－（１４，１５）－２，１０，８－１２－９，１３，３ ４ １６＝７（６，１１）－（１，５）１５（１４，４）（２，１０）－８－（１２，９）＝３＝１３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ユウキハングリー �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００８．９．２０ 中山２着

２００６．３．２０生 牡３鹿 母 エンジェルライト 母母 ボヘミアグラス ９戦１勝 賞金 １１，６５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィーヴァドマーニ号は，平成２１年３月８日まで平地競走に出走できない。

エイコオミリオン号は，平成２１年４月８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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 チェリーグリーン号
※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。



０３０３８ ２月８日 晴 良 （２１東京１）第４日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

３５ オメガリトルスター 牝３栗 ５４
５３ ☆三浦 皇成原 �子氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３２＋ ４１：２７．２ ８．３�

７１４ スマートダズル 牝３鹿 ５４
５１ ▲伊藤 工真�グランド牧場 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ６．７�

２４ メジロマリアン 牝３芦 ５４ 横山 典弘�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４８６± ０１：２７．９４ ４．０�
５１０ ユングフラウヨシコ 牝３栗 ５４ 郷原 洋司下田穰一郎氏 蛯名 信広 新冠 大栄牧場 ４７４－ ２１：２８．０� ６９．５�
８１５ ハナノシルキー 牝３栗 ５４ 柴山 雄一花田 勲氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ４３２－ ６１：２８．７４ ５．７�
６１１ ホワイトホーネット 牝３芦 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 伊藤 圭三 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：２９．０２ ３．１�
６１２ ヤコモクリスタル 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 大栄牧場 ４０４－ ６１：２９．３１� １４２．９	
１２ ジェットスパークル 牝３青鹿５４ M．デムーロ �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５６＋１０１：２９．４� １０．５


（伊）

２３ ローズオブゴッホ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４９６＋ ４１：２９．８２� ２２．１�
４８ シノギダンサー 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿吉田 義昭氏 柄崎 孝 日高 坂戸 節子 ５１６－ ２１：３０．３３ １５１．６�
７１３ ヒドゥンゴールド 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人 �カタオカファーム高橋 義博 新冠 グリー牧場 ４３４ ―１：３０．４� ４１９．５
４７ ケイツースマック 牝３栗 ５４ 丹内 祐次楠本 勝美氏 水野 貴広 浦河 鎌田 正嗣 B４４０＋ ２ 〃 ハナ ２４０．６�
５９ トーアランラン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠東亜駿馬� 松永 康利 豊浦トーア牧場 ４６６－ ８１：３０．８２� ３９４．５�
８１６ カラードミル 牝３黒鹿５４ 小林 淳一大原 詔宏氏 土田 稔 新冠 有限会社

大原ファーム ４１８－１２ 〃 クビ １５８．４�
３６ ドリームエンジェル 牝３鹿 ５４ 鷹野 宏史ドリームターフ組合 二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 ４１４± ０１：３１．８６ ５９．０�
１１ ユリカチャン 牝３鹿 ５４ 御神本訓史 H.J．スウィーニィ氏 小島 茂之 新冠 パカパカ

ファーム ４５４－２４１：３２．６５ ２３．７�
（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８２２，８００円 複勝： ３５，２９６，７００円 枠連： ２１，８３５，９００円

普通馬連： ７８，９０５，６００円 馬単： ５４，３８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９７９，６００円

３連複： ８３，４２１，６００円 ３連単： １２３，６９０，３００円 計： ４４４，３３６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２７０円 � ２００円 � ２００円 枠 連（３－７） ２，３３０円

普通馬連 �� ２，５３０円 馬 単 �� ５，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ５４０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２，７３０円 ３ 連 単 ��� ２０，７００円

票 数

単勝票数 計 ２１８２２８ 的中 � ２０９６４（５番人気）
複勝票数 計 ３５２９６７ 的中 � ３１８１０（５番人気）� ４９７２４（４番人気）� ５１５１０（３番人気）
枠連票数 計 ２１８３５９ 的中 （３－７） ６９１８（１５番人気）
普通馬連票数 計 ７８９０５６ 的中 �� ２３０７８（１２番人気）
馬単票数 計 ５４３８４３ 的中 �� ７６１６（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９７９６ 的中 �� ６８４８（１４番人気）�� １１５４１（６番人気）�� １５４２１（２番人気）
３連複票数 計 ８３４２１６ 的中 ��� ２２５６０（６番人気）
３連単票数 計１２３６９０３ 的中 ��� ４４１０（６８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３６．０―４８．５―１：０１．４―１：１３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガリトルスター �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２００８．１０．４ 中山２着

２００６．５．１６生 牝３栗 母 オメガスターライト 母母 ダイナスターライト ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユリカチャン号は，平成２１年３月８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。
（非抽選馬） ２頭 アトムスパンカー号・グラススイート号
※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。



０３０３９ ２月８日 晴 良 （２１東京１）第４日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

８１６ コウヨウサンデー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ４７２ ―１：４１．５ ６．３�

３６ サトノトップガン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ５２０ ― 〃 クビ ３．６�
５９ エ ヴ ァ 牝３黒鹿５４ M．デムーロ田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４３６ ―１：４１．６クビ ２．７�

（伊）

６１２ クリアーアゲン 牡３鹿 ５６ 江田 照男浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４５４ ―１：４１．９１� ３９．６�
５１０ トーセンナパヌーク 牝３栗 ５４ 小林 淳一島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 上山牧場 ４２８ ―１：４２．４３ １０６．１�
７１４ インクルージョン �３栗 ５６ 郷原 洋司 N.S.R.C 小桧山 悟 新冠 長浜 和也 ４５８ ―１：４２．７１� ２１３．８�
２４ ハーバードペガサス 牡３鹿 ５６ 御神本訓史齋藤 宏明氏 小林 常泰 新ひだか グランド牧場 ４４６ ―１：４２．８� ６３．６	

（大井）

６１１ テキーラサブマリン 牝３黒鹿５４ 村田 一誠吉田 勝己氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４７４ ―１：４２．９� １３８．６

４８ アシュラオー 牡３黒鹿５６ 武 豊友水 達也氏 岩戸 孝樹 門別 木村牧場 ５０６ ―１：４３．４３ ４．８�
７１３ ベルモントワルツ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４５６ ―１：４３．９３ ２６．４

８１５ スズハンドレッド 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人小紫 芳夫氏 高橋 裕 三石 小河 豊水 ４８０ ―１：４４．１１� １４７．９�
１２ ブラストスルーギ 牡３栗 ５６ 武士沢友治村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 小島牧場 B４５４ ―１：４４．２� ９３．０�
３５ ラ ッ セ ラ ー 牡３鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 青森 ワールドファーム ４４２ ―１：４４．５２ １９５．８�

１１ ウエスタンヒギンズ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩西川 賢氏 池上 昌弘 新ひだか 北西牧場 ５１２ ―１：４４．６クビ ５３．０�
２３ モーニングラン 牝３黒鹿５４ 佐藤 聖也浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ５０８ ―１：４８．３大差 ２０７．４�
４７ サルバドールワルツ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊則武 輝一氏 斎藤 宏 浦河 北俣ファーム ５００ ― （競走中止） １０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，５２１，４００円 複勝： ２７，７２４，５００円 枠連： ２３，９２４，０００円

普通馬連： ６９，９３３，９００円 馬単： ５４，０８１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０９７，７００円

３連複： ７２，０８０，５００円 ３連単： １１９，２９９，３００円 計： ４１２，６６３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（３－８） １，４６０円

普通馬連 �� １，３２０円 馬 単 �� ３，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ３８０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，３４０円 ３ 連 単 ��� １１，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２３５２１４ 的中 � ２９６０４（４番人気）
複勝票数 計 ２７７２４５ 的中 � ４０９９８（４番人気）� ５４４３２（２番人気）� ５９５６９（１番人気）
枠連票数 計 ２３９２４０ 的中 （３－８） １２１１５（６番人気）
普通馬連票数 計 ６９９３３９ 的中 �� ３９３６０（６番人気）
馬単票数 計 ５４０８１９ 的中 �� １２６３３（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０９７７ 的中 �� １１７０７（６番人気）�� １３９９０（４番人気）�� ２６５３４（１番人気）
３連複票数 計 ７２０８０５ 的中 ��� ３９８９８（３番人気）
３連単票数 計１１９２９９３ 的中 ��� ７７７６（３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３７．１―５０．２―１：０３．４―１：１６．２―１：２８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウヨウサンデー �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Forty Niner 初出走

２００６．４．１８生 牡３鹿 母 フォーティース 母母 Book Collector １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 サルバドールワルツ号は，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。
〔制裁〕 サトノトップガン号の騎手内田博幸は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（１２番・９番への進路影響）
〔その他〕 ウエスタンヒギンズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モーニングラン号は，平成２１年３月８日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ウエスタンヒギンズ号は，平成２１年３月８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１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アプリコットブーケ号・アンサーファイト号・エフティファラオ号・オンワードイデア号・ジェイズバニヤン号・

シルクコンダクター号・シンボリエッセンス号・ダイワハスラー号・ヒシキャピタル号・ヒノデスカーレット号・
ベルウッドランタン号・マイスター号・マスターコーク号・メジロホリデイ号・ヤマニンフリュイド号・
リーゾラビアンコ号

※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。



０３０４０ ２月８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１東京１）第４日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

５８ � アポロノサトリ 牡６芦 ６０ 平沢 健治菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Robert Low &
Lawana Low ４５８± ０３：２２．０ ２．２�

１１ � アラメダキング 牡６栗 ６０ 五十嵐雄祐櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米
Grade I Blood-
stock, Inc. &
Halcyon Farm

４７２－ ８３：２３．１７ ７．７�
７１２ ドクターグリム 牡７鹿 ６０ 横山 義行松岡 悟氏 根本 康広 門別 庄野牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ３．０�
３３ コアレススイフト 牡５鹿 ６０ 水出 大介小林 昌志氏 �田 研二 平取 コアレススタッド ４９２＋ ４３：２４．７１０ ８．７�
７１１� トレオウオブキング 牡８鹿 ６０ 穂苅 寿彦千葉 正人氏 境 征勝 門別 浜本 幸雄 ４８８＋１６３：２４．８� ２０．２�
５７ トップオブオアフ 牡４栗 ５９ 宗像 徹横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 浦河 浦河土肥牧場 ４５６＋ ４３：２５．４３� ２３．２�
６９ レオスターライト 牡８鹿 ６０ 山本 康志	レオ 岩戸 孝樹 静内 藤沢牧場 ４６４－ ２３：２６．３５ ３８．９

６１０ フジサイレンス 牡９黒鹿６０ 高野 和馬浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４８８± ０３：２７．８９ ３２．６�
４６ イメージボックス 牡５鹿 ６０ 佐藤 聖也大原 詔宏氏 土田 稔 静内 田中 裕之 B５１０＋１０３：２８．８６ ７３．５�
８１４ ルグランコンデ 	４栗 ５９ 柴田 未崎 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 後藤 由之 三石 城地 清満 ５０８＋１２３：２９．８６ ２６０．６
２２ テイエムフッカツ 牡５鹿 ６０ 矢原 洋一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 静内 石川 栄一 ４７４－ ６３：２９．９クビ １１９．０�
８１３� ザサンデーアミフジ 牡４黒鹿５９ 浜野谷憲尚内藤 好江氏 浅野洋一郎 茨城 内藤牧場 ４７２＋１６３：３０．４３ ７０．５�
４５ ステラディクオーレ 牡６青鹿６０ 金子 光希諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４２＋ ４３：３４．７大差 ３８．３�
３４ ゴールデンドーター 牝４栗 ５７ 鈴来 直人楠田 均氏 大江原 哲 新冠 畔柳 作次 ４５６＋ ２３：４２．７大差 １５６．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，７４５，４００円 複勝： １８，６０１，３００円 枠連： ２０，２６６，８００円

普通馬連： ５５，１４２，９００円 馬単： ４４，４９６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，３０６，３００円

３連複： ６１，１９２，２００円 ３連単： １１１，２４８，０００円 計： ３４６，９９９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（１－５） ９１０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １８０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ８６０円 ３ 連 単 ��� ４，６７０円

票 数

単勝票数 計 １８７４５４ 的中 � ６８２４３（１番人気）
複勝票数 計 １８６０１３ 的中 � ５７７１５（１番人気）� ２１２１２（４番人気）� ３８７９１（２番人気）
枠連票数 計 ２０２６６８ 的中 （１－５） １６４９５（４番人気）
普通馬連票数 計 ５５１４２９ 的中 �� ４３２１５（３番人気）
馬単票数 計 ４４４９６３ 的中 �� ２４１１２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７３０６３ 的中 �� １００７３（５番人気）�� ２９４８６（１番人気）�� １３８４４（２番人気）
３連複票数 計 ６１１９２２ 的中 ��� ５２５６２（２番人気）
３連単票数 計１１１２４８０ 的中 ��� １７６０９（６番人気）

上り １マイル １：４７．７ ４F ５３．７－３F ４０．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アポロノサトリ �
�
父 Cozzene �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００５．１０．８ 東京１着

２００３．４．１０生 牡６芦 母 Mississippi Queen 母母 Fapany 障害：３戦１勝 賞金 １１，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ゴスペル号



０３０４１ ２月８日 晴 良 （２１東京１）第４日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時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

３６ ブリッツェン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４６８＋ ８１：３６．４ ９．１�

７１３ マイネルエデン 牡３鹿 ５６ 武 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５０８＋１４１：３６．７１� １０．４�

１１ サニーサンデー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４８２－ ６１：３７．２３ １７．３�

３５ レッドシャドウ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ２ 〃 ハナ ２．４�
１２ ネイチャーキング 牡３栗 ５６ 田中 勝春井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 村上 雅規 ４３８＋ ２１：３７．４１� １９．０�
５９ ベ イ ル リ 牝３鹿 ５４ 御神本訓史西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４４８± ０１：３７．６１� ２０８．７�

（大井）

７１４ バイタルシチー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 アイオイファーム ４４８＋ ４ 〃 アタマ ９８．１	
２４ エーシンビートロン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸平井 宏承氏 西園 正都 静内 服部 牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ ４．７

２３ ジョウノリリー 牝３栗 ５４ M．デムーロ小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 ４１６＋ ６１：３７．７� ２６．９�

（伊）

６１２ ショウナンアゲイン 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 静内 静内フアーム ４５４－ ６ 〃 クビ ３７．２�
６１１ マイネルクロッシュ 牡３青鹿 ５６

５５ ☆三浦 皇成 �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 ４６２－ ４１：３７．９１� ３８．０

４７ ケージーカンザクラ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４４０－１４１：３８．０クビ １８．２�
５１０ マ ヤ ノ マ ヤ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４６２－ ６１：３８．３１� ９．２�
８１６ ナムライシュタル 牝３黒鹿５４ 吉田 豊奈村 信重氏 田村 康仁 様似 林 時春 ４３４＋ ６１：３８．４� ３３．１�
４８ サウンドデイジー 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人増田 雄一氏 加藤 和宏 平取 北島牧場 ４０２＋ ２１：３８．８２� １５５．２�
８１５ セ テ ィ ア 牝３栗 ５４ 柴山 雄一加藤 信之氏 戸田 博文 浦河 鎌田 正嗣 ４５６± ０ 〃 ハナ ３０６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，１９８，９００円 複勝： ４８，２４９，７００円 枠連： ３０，５１４，３００円

普通馬連： １０１，５１８，２００円 馬単： ７１，３８９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，８９７，１００円

３連複： １０４，２９０，５００円 ３連単： １７５，６８６，３００円 計： ５９３，７４４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ３７０円 � ３８０円 � ４８０円 枠 連（３－７） ９００円

普通馬連 �� ５，５９０円 馬 単 �� １０，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７２０円 �� ２，３９０円 �� ２，４８０円

３ 連 複 ��� ２４，４３０円 ３ 連 単 ��� １４８，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２９１９８９ 的中 � ２５４０６（３番人気）
複勝票数 計 ４８２４９７ 的中 � ３５５４１（４番人気）� ３４６６９（５番人気）� ２５６７５（６番人気）
枠連票数 計 ３０５１４３ 的中 （３－７） ２５０２７（４番人気）
普通馬連票数 計１０１５１８２ 的中 �� １３４２５（２０番人気）
馬単票数 計 ７１３８９６ 的中 �� ４８６７（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２８９７１ 的中 �� ４７４８（１８番人気）�� ３３７７（２７番人気）�� ３２５２（２９番人気）
３連複票数 計１０４２９０５ 的中 ��� ３１５１（７２番人気）
３連単票数 計１７５６８６３ 的中 ��� ８７５（４１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１２．０―１２．９―１３．２―１２．１―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２２．９―３４．９―４７．８―１：０１．０―１：１３．１―１：２４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブリッツェン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．７．１２ 福島４着

２００６．３．４生 牡３鹿 母 レディストロベリー 母母 Juniper Berry ５戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
※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 プレジデントダイヤ号
（非抽選馬） １頭 シーアンムーン号
※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。



０３０４２ ２月８日 晴 良 （２１東京１）第４日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

３４ ダイワカレン 牝３栗 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４３４ ―２：０６．７ ６０．１�

４５ ニシノアビリティ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩西山 茂行氏 高橋 祥泰 鵡川 西山牧場 ５１６ ―２：０６．９１� ３７．６�
６１０ カミノランナー �３鹿 ５６ 御神本訓史村上 正喜氏 田村 康仁 青森 ワールドファーム ４４６ ―２：０７．１１� ７９．９�

（大井）

５７ ロードパンサー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 久保田貴士 三石 ケイアイファーム ４８２ ―２：０７．２� ３．５�
４６ トップモーション 牝３青鹿５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４８６ ―２：０７．４１� ２．０�
８１４ キングスチャペル 牡３鹿 ５６ 武 豊渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８６ ― 〃 クビ ７．５	
７１１ プリマティスタ 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �キャロットファーム 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４５２ ―２：０７．５� ３８．１

３３ ミッキートリック 牡３鹿 ５６ 田中 勝春野田みづき氏 小島 太 浦河 富田牧場 ４８６ ―２：０７．７１� ６．３�
１１ メジロゲッタウェイ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８８ ―２：０８．７６ ２４．５�
８１３ ユ ウ カ ゼ 牝３鹿 ５４ 江田 照男谷 雄史氏 谷原 義明 浦河 細道牧場 ４８２ ―２：０９．１２� １５９．７
２２ タケデンエビス 牡３鹿 ５６ 佐藤 聖也武市 弘氏 田子 冬樹 浦河 安藤牧場 ４９６ ―２：０９．３１� ２７６．４�
５８ リネンスマート 牝３黒鹿５４ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 静内 野坂牧場 ４９４ ―２：０９．６１	 １５７．１�
７１２ ラストムービー 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一湯澤 寛氏 高橋 裕 岩手 湯澤 寛 ４３０ ―２：１２．５大差 ２５３．２�
６９ ヒカルビンテージ 牡３芦 ５６ 横山 典弘高橋 光氏 高市 圭二 登別 青藍牧場 ４６０ ―２：１３．９９ ４８．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，６５１，８００円 複勝： ２９，３０９，０００円 枠連： ２２，５４９，２００円

普通馬連： ７０，６８０，３００円 馬単： ５９，５７２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１０８，９００円

３連複： ６６，５２７，０００円 ３連単： １３７，０７１，２００円 計： ４３５，４７０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，０１０円 複 勝 � １，３７０円 � ８９０円 � １，５３０円 枠 連（３－４） ５１０円

普通馬連 �� ２８，８９０円 馬 単 �� ７６，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，６２０円 �� ９，９１０円 �� ７，０２０円

３ 連 複 ��� １４９，６９０円 ３ 連 単 ��� １，３４８，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２８６５１８ 的中 � ３７６２（９番人気）
複勝票数 計 ２９３０９０ 的中 � ５６０５（９番人気）� ８９１５（６番人気）� ４９６０（１０番人気）
枠連票数 計 ２２５４９２ 的中 （３－４） ３３１２６（２番人気）
普通馬連票数 計 ７０６８０３ 的中 �� １８０６（４０番人気）
馬単票数 計 ５９５７２９ 的中 �� ５７３（８６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１０８９ 的中 �� ７８６（４２番人気）�� ５２３（５２番人気）�� ７４１（４３番人気）
３連複票数 計 ６６５２７０ 的中 ��� ３２８（１５３番人気）
３連単票数 計１３７０７１２ 的中 ��� ７５（１０００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．７―２６．５―３９．１―５１．９―１：０５．５―１：１９．１―１：３２．０―１：４３．９―１：５４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３４．７

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

勝馬の
紹 介

ダイワカレン �
�
父 ダイワテキサス �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００６．５．１０生 牝３栗 母 ダイワノブレス 母母 ミルレーサー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒカルビンテージ号は，平成２１年３月８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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 クォンタム号・シンボリオセロット号・スズノネオ号・スマイルトゥゲザー号・タッチミーノット号・

フォックスブラボー号・ブレーブビスティー号・ベッロカリーノ号
※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。



０３０４３ ２月８日 晴 良 （２１東京１）第４日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

２４ サ イ オ ン 牡３芦 ５６
５５ ☆三浦 皇成里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９０± ０１：３９．１ ２．７�

６１１ シーフォーアイ 牡３青鹿５６ 横山 典弘加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新ひだか 鹿嶋牧場 ５２４－ ４１：３９．３１� ３．２�
１１ シュヴァイツァー 牡３青鹿５６ 松岡 正海伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン

牧場 ５４０－ ２１：３９．４クビ ５．２�
４７ ツクバタイヨウ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝荻原 昭二氏 松山 康久 平取 協栄組合 ４７０± ０ 〃 クビ ８．３�
５１０ ブルーセイコー 牡３青鹿５６ 内田 博幸村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ５５４＋１４１：３９．８２� ２０．９�
８１６ ゴールドモール 牝３栗 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４６８± ０１：４０．１１� ２１．３�
１２ エ ジ ソ ン 牡３栗 ５６ 武 豊重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５０２－ ２１：４０．２クビ １２．５�
８１５ ディアテクノバトル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�樽さゆり氏 高橋 裕 新冠 中村農場 ５０６－ ６１：４０．３� ２７．６	
２３ ポルカマズルカ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 
社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７０－ ８１：４０．８３ １３３．２�
３６ マイネルプエルト 牡３栗 ５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ５１２＋１０１：４１．６５ １７９．７
３５ サザンスターディ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ４９６＋１０１：４１．７クビ ８８．４�
６１２� ビッグジャンパー 牡３栗 ５６ 小野 次郎宮田 直也氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４４４－ ６１：４２．５５ １４１．６�
５９ 	 エムザックローマン 牝３鹿 ５４ 御神本訓史寺西 正彰氏 柿本 政男 新ひだか 渡辺 光典 ４３８＋ ３１：４２．７１
 ３４８．８�

（船橋） （大井）

７１４� キャラメルボイス 牝３栗 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 安平 ノーザンファーム ４１０＋ ２１：４３．１２� ２８１．２�
７１３� ブラウンバンガー 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 川崎 清 ４６４＋ ６１：４４．１６ ４１４．２�
４８ � ラブラブガッキー 牝３黒鹿５４ 村田 一誠�橋 良尚氏 萱野 浩二 日高 高橋牧場 ４７４－ ２１：４４．７３� ３５８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，６７９，１００円 複勝： ５５，１８６，１００円 枠連： ３２，２１０，７００円

普通馬連： １２６，３１４，５００円 馬単： ８８，０３３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，６６２，４００円

３連複： １１６，６５５，２００円 ３連単： ２２９，０２４，０００円 計： ７２２，７６５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（２－６） ４８０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ２８０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ７５０円 ３ 連 単 ��� ３，０００円

票 数

単勝票数 計 ３８６７９１ 的中 � １１５６８６（１番人気）
複勝票数 計 ５５１８６１ 的中 � １６９０８２（１番人気）� １０４３６４（２番人気）� ７８９１３（３番人気）
枠連票数 計 ３２２１０７ 的中 （２－６） ４９５５１（２番人気）
普通馬連票数 計１２６３１４５ 的中 �� １８１７１８（１番人気）
馬単票数 計 ８８０３３８ 的中 �� ７６５２４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６６６２４ 的中 �� ５３８１１（１番人気）�� ３０９８８（２番人気）�� ２３８２８（３番人気）
３連複票数 計１１６６５５２ 的中 ��� １１５４１５（１番人気）
３連単票数 計２２９０２４０ 的中 ��� ５６５２６（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．９―４８．５―１：０１．８―１：１４．３―１：２６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ イ オ ン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．２０ 中山１着

２００６．４．１６生 牡３芦 母 フサイチエアデール 母母 ラスティックベル ３戦２勝 賞金 １６，５５１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブラブガッキー号は，平成２１年３月８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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アドバンスウェイ号・カツゾー号・カール号・ケイアイマッシブ号・スマイルミッキー号・ナリタカービン号・

ファインビスティー号・フェイマステイル号・フォージドスチール号・フレンドケント号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０４４ ２月８日 晴 良 （２１東京１）第４日 第８競走 ��１，６００�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，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

８１５� トウカイプライム 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５５４－ ２１：３８．８ ３．７�

５９ ディアーウィッシュ 牡５鹿 ５７
５６ ☆三浦 皇成臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ５２０± ０１：３９．３３ １１．３�

７１３ カ カ ロ ッ ト 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 粕谷 昌央 門別 サンバマウン
テンファーム ４９８－ ６１：３９．５１� ６１．５�

２３ ギルティストライク �５黒鹿５７ 武 豊 �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 B４９４＋ ２ 〃 クビ ４．１�

５８ ポリバレント 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 新冠 森 牧場 ４９４＋１８１：３９．７１ ４．０�
６１１ コスモビースト 牡４栗 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 伏木田牧場 ４７６± ０１：３９．８� ２４．５�
３５ サクラリーバポート 牡４鹿 ５７ 内田 博幸	さくらコマース勢司 和浩 静内 伊藤 敏明 ４５０± ０１：４０．０１ ７．４

６１０ ヒシマイスター 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥阿部雅一郎氏 中野 隆良 門別 日高大洋牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ ２８．７�
１１ ダイレクトパス 牡５青鹿５７ 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４５０± ０１：４０．２１� １１．８�
４６ プレンティスピード 牡７栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 佐々木亜良 静内 ビツグレツドフアーム ４６２＋ ４１：４０．４１	 ６２．４
７１２ コメンテーター 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ５３０－ ２１：４０．７２ ３１．９�
３４ ハクシンヒロツグ 牡４栗 ５７

５４ ▲千葉 直人新井原 博氏 高橋 祥泰 様似 長田 操 ５３０＋３０１：４０．９� ７４．３�
８１４� ミウラジェット 牡５黒鹿５７ 田中 勝春佐藤 明氏 佐々木亜良 三石 久米 和夫 ４６２± ０１：４１．０	 １６５．３�
２２ ディーエスプリーム 牡４栗 ５７ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ５１８＋２６１：４１．５３ １４７．２�
４７ ビーボタンダッシュ 牡４芦 ５７ 横山 典弘薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：４１．８２ ３７．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，２５９，４００円 複勝： ５０，０６４，８００円 枠連： ３５，６０７，２００円

普通馬連： １３３，１４２，１００円 馬単： ８２，３２９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，４１３，６００円

３連複： １３０，１６７，３００円 ３連単： ２２５，０６７，２００円 計： ７２６，０５１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ２９０円 � １，４００円 枠 連（５－８） ５８０円

普通馬連 �� １，４９０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ３，６３０円 �� ８，０９０円

３ 連 複 ��� ４１，４５０円 ３ 連 単 ��� １６４，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３２２５９４ 的中 � ６８８５４（１番人気）
複勝票数 計 ５００６４８ 的中 � １１０５２５（１番人気）� ４２９７２（５番人気）� ６９７８（１２番人気）
枠連票数 計 ３５６０７２ 的中 （５－８） ４５８５６（１番人気）
普通馬連票数 計１３３１４２１ 的中 �� ６６１３９（６番人気）
馬単票数 計 ８２３２９７ 的中 �� ２３１８６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７４１３６ 的中 �� １３８０５（６番人気）�� ２４６９（４２番人気）�� １０９６（６５番人気）
３連複票数 計１３０１６７３ 的中 ��� ２３１８（１０８番人気）
３連単票数 計２２５０６７２ 的中 ��� １０１０（４６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３５．０―４８．０―１：０１．５―１：１４．２―１：２６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トウカイプライム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ギヤロツプダイナ

２００５．４．２４生 牡４黒鹿 母 トウカイダイナ 母母 トウカイハマナス １０戦１勝 賞金 １７，５００，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※出走取消馬 バーニングブライト号（疾病〔右前挫跖〕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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 アイアムジュエル号・ヴァルドルフ号・カピターノ号・ブルーヴァンパイヤ号・メイショウドレイク号



０３０４５ ２月８日 晴 良 （２１東京１）第４日 第９競走 ��
��２，４００�

は こ ね

箱 根 特 別
発走１４時３５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，２０．２．９以降２１．２．１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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

８１３ ピサノエミレーツ 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 飛野牧場 ５００± ０２：２６．５ ２．６�

４４ マイネルーチェ 牝５黒鹿５４ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ６ 〃 クビ ８．３�

３３ ファンキーテーラー 牡４鹿 ５５ 蛯名 正義松本 俊廣氏 勢司 和浩 大樹 大樹ファーム B４８２－ ２２：２６．７１� ３．４�
７１０ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡４黒鹿５５ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４５６± ０ 〃 ハナ ６．９�
７１１ メインストリーム 牡４鹿 ５４ 後藤 浩輝臼田 浩義氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８４－１０２：２６．８� ２５．５�
２２ フジヤマラムセス 牡４鹿 ５４ 三浦 皇成藤本美也子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０２＋ ４２：２６．９� １５．５�
６８ � ベストオーカン 牡４鹿 ５３ 大野 拓弥中村 泰三氏 藤原 辰雄 門別 沖田牧場 ４８４± ０２：２７．２２ ３１．１	
１１ ショウナンラヴァー 牡５青鹿５５ 御神本訓史国本 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 ４９６± ０２：２７．３	 ３５．９

（大井）

５６ エイシンブイダンス 牡４栗 ５４ 松岡 正海平井 豊光氏 小崎 憲 鵡川 上水牧場 ４８２－ ４２：２７．４	 ２１．５�
４５ ドレックセル 牡６鹿 ５２ 村田 一誠�森島商事 岩城 博俊 門別 有限会社

飯田牧場 ５５６－ ６２：２７．７１	 ２０４．６
８１２ ダイワバゼラード 牡６鹿 ５６ M．デムーロ大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４９２＋２２２：２７．９１� １５．３�

（伊）

６９ エイティフロー 牡８鹿 ５４ 吉田 隼人前田 篤久氏 池江 泰寿 新冠 中本牧場 ５１２＋ ２２：２８．４３ １３９．７�
５７ アイアムドラマ 牡６鹿 ５４ 武 豊堀 紘一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７６－ ２２：２９．９９ ３６．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３９，１６９，８００円 複勝： ５７，２７９，８００円 枠連： ３９，５１１，４００円

普通馬連： １７７，８１９，６００円 馬単： １１４，１３９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，６１４，０００円

３連複： １５８，６８６，８００円 ３連単： ３５９，７４１，６００円 計： ９９０，９６２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（４－８） １，１００円

普通馬連 �� １，４００円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ２１０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� ７，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３９１６９８ 的中 � １２０９１２（１番人気）
複勝票数 計 ５７２７９８ 的中 � １５８５２９（１番人気）� ４８８１０（４番人気）� １２２６４４（２番人気）
枠連票数 計 ３９５１１４ 的中 （４－８） ２６６４３（４番人気）
普通馬連票数 計１７７８１９６ 的中 �� ９３７６２（４番人気）
馬単票数 計１１４１３９８ 的中 �� ３８６１９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４６１４０ 的中 �� ２０８０９（４番人気）�� ６４１７２（１番人気）�� １９０７３（５番人気）
３連複票数 計１５８６８６８ 的中 ��� ８４３４１（２番人気）
３連単票数 計３５９７４１６ 的中 ��� ３５７０４（１３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１２．６―１２．１―１２．０―１２．６―１２．８―１２．７―１２．５―１１．６―１１．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２３．８―３６．４―４８．５―１：００．５―１：１３．１―１：２５．９―１：３８．６―１：５１．１―２：０２．７―２：１３．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピサノエミレーツ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Honour and Glory デビュー ２００７．１０．２０ 東京２着

２００５．３．５生 牡４鹿 母 ネームヴァリュー 母母 マジソンカウンティ ８戦３勝 賞金 ４１，６８１，０００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。



０３０４６ ２月８日 晴 良 （２１東京１）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

そうしゅん

早春ステークス
発走１５時１０分 （芝・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

６６ マルタカハーモニー 牡７黒鹿５７ 蛯名 正義高橋 義和氏 清水 美波 千歳 エクセレンス
ファーム ４８４－ ６１：４７．６ ４０．４�

７８ トウショウウェイヴ 牡４黒鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４７０± ０１：４７．８１� ２．２�

４４ イケトップガン 牡５栗 ５７ 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４７４＋１０１：４８．２２� ２．７�
８１０ エリモファイナル 牝７黒鹿５５ 内田 博幸山本 慎一氏 北出 成人 えりも えりも農場 ４６８－ ２１：４８．４１� ７．４�
１１ コスモスペシャリー 牡６鹿 ５７ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 門別 白井牧場 ４７４＋２２１：４８．５� ２１．３�
７７ トーセンクラウン 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人島川 	哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ １７．７

２２ プ ラ ズ マ 牡８栗 ５７ 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ２１：４８．６クビ ８．９�
８９ サインオブゴッド 牡６栗 ５７ 木幡 初広木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８４－ ６１：４８．９２ １４２．０�
５５ ドリームトレジャー 牡４鹿 ５６ 松岡 正海セゾンレースホース� 阿部 新生 門別 田端牧場 ４７０± ０１：４９．１１	 ２３．３
３３ ユウタージャック 牡７鹿 ５７ 勝浦 正樹上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７８＋ ６１：４９．２� ７０．８�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４４，７５０，２００円 複勝： ５１，７１５，９００円 枠連： ３７，４４０，７００円

普通馬連： １９０，２３４，８００円 馬単： １３３，６０４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，９９１，５００円

３連複： １６０，２６７，６００円 ３連単： ４６３，９３０，７００円 計： １，１２６，９３５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，０４０円 複 勝 � ４６０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（６－７） ２，９２０円

普通馬連 �� ３，５７０円 馬 単 �� １２，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� １，０８０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ２，６２０円 ３ 連 単 ��� ３６，７５０円

票 数

単勝票数 計 ４４７５０２ 的中 � ８７４９（８番人気）
複勝票数 計 ５１７１５９ 的中 � １５８２６（８番人気）� １５８７７３（１番人気）� １３０３１０（２番人気）
枠連票数 計 ３７４４０７ 的中 （６－７） ９４９３（１１番人気）
普通馬連票数 計１９０２３４８ 的中 �� ３９３６０（１３番人気）
馬単票数 計１３３６０４５ 的中 �� ７７６１（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４９９１５ 的中 �� ９７５２（１３番人気）�� ８２３１（１５番人気）�� ９５７７５（１番人気）
３連複票数 計１６０２６７６ 的中 ��� ４５２５９（８番人気）
３連単票数 計４６３９３０７ 的中 ��� ９３１８（１１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．０―４６．７―５９．０―１：１１．３―１：２３．３―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．３

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

勝馬の
紹 介

マルタカハーモニー �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００４．７．３１ 新潟１０着

２００２．５．２７生 牡７黒鹿 母 トワノハーモニー 母母 イチジョウスキー ５０戦５勝 賞金 ８４，８０３，０００円



０３０４７ ２月８日 晴 良 （２１東京１）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第４３回共 同 通 信 杯（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （トキノミノル記念） （芝・左）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金２，０００万
円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

共同通信社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５５３，０００円 １５８，０００円 ７９，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３５ � ブレイクランアウト 牡３鹿 ５６ 武 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 米 Shadai Cor-
poration ４４２－ ４１：４７．３ ２．８�

２３ トーセンジョーダン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ２１：４７．６１	 ４．１�
５９ トップカミング 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４４８－ ４１：４７．７
 ５０．７�
８１４ マッハヴェロシティ 牡３青 ５６ 安藤 勝己井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５１０＋ ６１：４７．８
 １２．３�
４６ シェーンヴァルト 牡３黒鹿５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４６４－ ６１：４８．１１	 ７．５�
１１ カノンコード 牡３芦 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０２－ ２ 〃 アタマ ６４．７	
６１０ メイショウパルマ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８６－ ６１：４８．３１
 ５１．４

７１３ マイネルクラリティ 牡３栗 ５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４５８－ ２１：４８．５１
 １０７．１�
７１２ プロスアンドコンズ 牡３黒鹿５６ M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８± ０１：４８．６
 ５．７
（伊）

４７ ショウナンアルディ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４６８± ０１：４８．７
 ９．８�
２２ シングンレジェンド 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４４０－ ８１：４８．８
 １９１．２�
８１５ ダイワプリベール 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４ 〃 クビ １８．４�
５８ シゲルエボシダケ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 畑端牧場 ４３８＋ ４１：４８．９
 １８１．１�
３４ フレンドケント 牡３鹿 ５６ 江田 照男横尾 晴人氏 菊川 正達 静内 野坂牧場 ５１２± ０１：４９．６４ １８５．２�
６１１ ヒシポジション 牡３黒鹿５６ 横山 典弘阿部雅一郎氏 中野 隆良 静内（有）下河辺トレー

ニングセンター ５１６－ ４ （競走中止） ３６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９４，６４３，１００円 複勝： ２４２，４８４，１００円 枠連： １７５，３９３，０００円

普通馬連： １，０２２，６６４，９００円 馬単： ５６７，８９２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１１，９０８，４００円

３連複： ９４９，１９２，６００円 ３連単： ２，３２４，７０９，１００円 計： ５，６８８，８８７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � ６５０円 枠 連（２－３） ５８０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １，２２０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� ５，６７０円 ３ 連 単 ��� １９，９２０円

票 数

単勝票数 計１９４６４３１ 的中 � ５６３３３２（１番人気）
複勝票数 計２４２４８４１ 的中 � ８１５９５６（１番人気）� ３７９０１１（２番人気）� ５７１３７（９番人気）
枠連票数 計１７５３９３０ 的中 （２－３） ２２４７７９（２番人気）
普通馬連票数 計１０２２６６４９ 的中 �� １２５５７１９（１番人気）
馬単票数 計５６７８９２５ 的中 �� ３３９２１９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１１９０８４ 的中 �� ２４６３１１（１番人気）�� ３８８７５（１４番人気）�� ２２６９１（２３番人気）
３連複票数 計９４９１９２６ 的中 ��� １２３５６０（１５番人気）
３連単票数 計２３２４７０９１ 的中 ��� ８６１４０（５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３５．６―４７．８―１：００．４―１：１２．４―１：２４．０―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．９

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

勝馬の
紹 介

�ブレイクランアウト �
�
父 Smart Strike �

�
母父 French Deputy デビュー ２００８．７．２７ 新潟１着

２００６．４．２７生 牡３鹿 母 Queue 母母 P J Floral ５戦２勝 賞金 ７９，２７５，０００円
〔競走中止〕 ヒシポジション号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔制裁〕 カノンコード号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１３番への進路影響）
※フレンドケント号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



０３０４８ ２月８日 晴 良 （２１東京１）第４日 第１２競走 ��
��１，４００�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，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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

６１２� オリジナルフェイト �４鹿 ５７ 武 豊前田 幸治氏 中竹 和也 米 Swordle-
stown Stud ５１０－ ６１：２５．０ ２．０�

２４ タマモスクワート 牡４鹿 ５７ 御神本訓史タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ４９６± ０１：２５．２１	 １７．３�
（大井）

７１４ マッチレスバロー 牡６栗 ５７ M．デムーロ �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ８１：２５．６２
 ６．４�
（伊）

４８ ブリリアントタイム 牡５鹿 ５７ 木幡 初広芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 谷川牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ８０．１�
７１３ パープルストック 牝５栗 ５５ 吉田 隼人臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４７６－１０１：２５．７クビ １６．７�
８１６ ラオムフェーレ 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４９２－ ６ 〃 クビ ３０．７	
８１５ レッツゴーヒチョリ 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５４４＋ ６１：２５．８クビ ８３．７

１２ グリンガレット 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一�ターフ・スポート粕谷 昌央 静内 聖心台牧場 ４９２－ ４１：２５．９� ３２．４�
５１０� チョウノヨウニマイ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海菅原 太陽氏 手塚 貴久 米 ClassicStar B４９６－１０１：２６．１１	 ４２．６�
４７ トーセントゥルー 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝島川 哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ４．８�
２３ マルタカラッキー 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次高橋 義和氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４６６＋ ２１：２６．２クビ ７２．５�
１１ ブ レ イ バ ー 牡６鹿 ５７ 横山 典弘古賀 和夫氏 和田 正道 様似 様似渡辺牧場 ４７６＋１０ 〃 アタマ １３．９�
５９ コパノカチドキ 牡６鹿 ５７ 吉田 豊小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４９２－ ４ 〃 ハナ ２４．０�
３６ マイネルオークベイ 牡５鹿 ５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４９８＋ ２１：２６．８３
 １７３．６�
３５ デ ュ カ ス 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義吉田 勝己氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ５１６± ０１：２７．３３ ６２．２�
６１１ エイミングポイント 牡７鹿 ５７

５６ ☆三浦 皇成 �キャロットファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４７８± ０１：２８．３６ １７０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７７，１２１，７００円 複勝： ９０，３６２，２００円 枠連： ７３，２３０，９００円

普通馬連： ２７８，９３７，２００円 馬単： １９６，１２５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７８，９３８，８００円

３連複： ２８１，７６４，７００円 ３連単： ６９９，３９６，７００円 計： １，７７５，８７７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ２９０円 � ２００円 枠 連（２－６） １，０５０円

普通馬連 �� １，１９０円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ２９０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ２，８４０円 ３ 連 単 ��� １１，０８０円

票 数

単勝票数 計 ７７１２１７ 的中 � ３１３１２４（１番人気）
複勝票数 計 ９０３６２２ 的中 � ３４９１８２（１番人気）� ５４０２１（５番人気）� ９６３６２（３番人気）
枠連票数 計 ７３２３０９ 的中 （２－６） ５１６７２（４番人気）
普通馬連票数 計２７８９３７２ 的中 �� １７４２８５（４番人気）
馬単票数 計１９６１２５２ 的中 �� ７８８１６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７８９３８８ 的中 �� ４３２２７（４番人気）�� ７７３３３（２番人気）�� １１１１１（１６番人気）
３連複票数 計２８１７６４７ 的中 ��� ７３２６３（６番人気）
３連単票数 計６９９３９６７ 的中 ��� ４６６１２（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．６―３５．８―４８．５―１：００．８―１：１２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オリジナルフェイト �
�
父 Grand Slam �

�
母父 Indian Charlie デビュー ２００７．１２．９ 阪神１着

２００５．１．２２生 �４鹿 母 Little Indian Girl 母母 Brighter Than Gold １１戦３勝 賞金 ５１，８７９，０００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） ２頭 エミネムシチー号・クリストフォルス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（２１東京１）第４日 ２月８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 １７７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

２５５，７８０，０００円
１０，６５０，０００円
６，６１０，０００円
１，５７０，０００円
２６，２００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，７８４，０００円
５，５３１，８００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
５７１，３８９，４００円
７６５，８７１，０００円
５３３，６７２，２００円
２，３８０，８００，３００円
１，５３１，２３２，０００円
５９８，８２８，５００円
２，２６９，８４９，７００円
５，１１５，４０３，７００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 １３，７６７，０４６，８００円

総入場人員 ４２，７９３名 （有料入場人員 ４１，７０４名）




