
０３０８５ ２月２２日 晴 稍重 （２１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）

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

３６ ユノゾフィー 牡３栗 ５６ 横山 典弘細川祐季子氏 伊藤 正徳 平取 稲原牧場 ４７２＋ ２１：２４．９ ２．７�

５１０ ハンマープライス 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１０－ ２１：２５．６４ ７．２�
４８ ノボレインボー 牝３芦 ５４ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４７８± ０１：２５．７クビ １６．６�
８１６ カズノウォーニング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸鈴木 可一氏 小笠 倫弘 浦河 福田牧場 ４３０± ０１：２５．９１� ７．２�
２４ キングスリージョン 牡３栗 ５６ C．ルメール 吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０＋ ６ 〃 ハナ ３．９�

（仏）

１２ エルサフィール 牝３黒鹿５４ 武 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６８－ ２１：２６．０� ５．６	
８１５ スピードスクエア 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 豊洋牧場 ４３２－１６１：２７．０６ ３０．０

６１１ ストロングネオ 牡３栗 ５６ 北村 宏司村木 篤氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４９８－１６１：２７．５３ ６３．３�
２３ マキノワールド 牡３鹿 ５６ 田中 勝春島宮 萬喜氏 土田 稔 静内 井高牧場 ４６８＋ ４１：２７．６� ４６．３�
４７ ベルモントエックス 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ４８２＋ ２１：２８．１３ １１１．３
７１４ ケイアイアスノカミ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人 �啓愛義肢材料販売所 伊藤 圭三 新冠 新冠橋本牧場 B４９２－ ８ 〃 クビ ６５．３�
６１２ エビスホウシュウ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治加藤友三郎氏 嶋田 潤 浦河 恵比寿牧場 ４７０－ ４１：２８．２� ２７３．４�
５９ トーセンメロディ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎島川 �哉氏 保田 一隆 新ひだか 増本 良孝 B４４４＋ ４ 〃 ハナ １６２．１�
７１３ トウカイロード 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一内村 正則氏 栗田 博憲 平取 びらとり牧場 ４７４± ０１：２８．５２ ３７１．９�
３５ カシマモナーク 牡３黒鹿５６ 高山 太郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４４６－ ４１：２９．１３� ４４７．１�

（１５頭）
１１ 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 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，６１４，１００円 複勝： ３３，８１３，５００円 枠連： １６，９３１，６００円

普通馬連： ７３，２１９，７００円 馬単： ５５，３９１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１６７，３００円

３連複： ７６，９７５，９００円 ３連単： １２１，８５７，７００円 計： ４２３，９７１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ２３０円 � ３６０円 枠 連（３－５） １，１００円

普通馬連 �� １，０３０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ８５０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ４，２５０円 ３ 連 単 ��� １４，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２１６１４１ 的中 � ６４９４０（１番人気）
複勝票数 計 ３３８１３５ 的中 � ７７１７３（２番人気）� ３６３１３（４番人気）� １９６２２（６番人気）
枠連票数 計 １６９３１６ 的中 （３－５） １１４５１（６番人気）
普通馬連票数 計 ７３２１９７ 的中 �� ５２７７２（４番人気）
馬単票数 計 ５５３９１６ 的中 �� ２５９９０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１６７３ 的中 �� １６３８０（３番人気）�� ６８３５（１１番人気）�� ４０８４（１５番人気）
３連複票数 計 ７６９７５９ 的中 ��� １３３９７（１５番人気）
３連単票数 計１２１８５７７ 的中 ��� ６４２３（４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．１―３６．１―４８．７―１：０１．０―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユノゾフィー �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Royal Academy デビュー ２００９．２．７ 東京３着

２００６．４．１９生 牡３栗 母 マチカネベニザクラ 母母 Doff the Derby ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔出走取消〕 フレアリングローズ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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） １頭 ローレルリラ号
（非抽選馬） ４頭 アキヨシメガミ号・ヴェリーハード号・トミケンインパクト号・ヘヴンリースパーク号
※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。



０３０８６ ２月２２日 晴 稍重 （２１東京１）第８日 第２競走 ��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

６１２ 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 ４７４－ ８２：１５．７ ８．５�

６１１ メイショウブンブク 牡３栗 ５６ 岩田 康誠松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 ４５６－ ６ 〃 クビ ８．０�
７１４ クラブトゥギャザー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８２－ ２２：１５．８クビ ３．８�
８１６ タイキシムーン 牝３栗 ５４ 田中 勝春�大樹ファーム 高橋 祥泰 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９４＋ ８２：１６．２２� ５．７�
３６ ガートモンテス 牡３青鹿５６ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４９０－ ６ 〃 クビ ５．３�
３５ ゴールドアカデミー 牡３栗 ５６ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４８８± ０２：１６．３� １０．９	
８１５ ト サ ッ プ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 山本 通則 ５３０＋ ４ 〃 アタマ １２．２

２４ タイキカレラ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�大樹ファーム 田中 清隆 浦河 鎌田 正嗣 ４９２－ ４２：１７．４７ ６５．６�
１２ セイカプレスト 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４５２＋ ４ 〃 クビ １９．４�
７１３ ワイルドトウショウ 牝３黒鹿５４ 武 豊トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６６＋ ６２：１７．８２� １５．１
４８ シチコウキング 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥中村 泰三氏 藤原 辰雄 鵡川 桑原牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ２５．６�
２３ ブラストサブデュー 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人村中 徳広氏 秋山 雅一 新冠 川上牧場 ５１４＋ ２２：１８．５４ ４０．２�
４７ アイファーリリアン 牝３鹿 ５４ 川田 将雅中島 稔氏 境 征勝 静内 岡田スタツド B４９４－１２２：１９．４５ ３１１．３�
５１０ サクラポセイドン 牡３栗 ５６ 五十嵐雄祐�さくらコマース藤原 辰雄 静内 山田牧場 ４６４＋ ８２：２０．１４ ３９４．３�
５９ ムサシトップガン 牡３栗 ５６ 小林 淳一新井 孝治氏 沢 峰次 浦河 岡本 昌市 ４５４± ０２：２０．４２ ３３２．６�
１１ ガンダイオー 牡３栗 ５６ 大庭 和弥村田 哲朗氏 平井 雄二 浦河 大成牧場 ４６８＋ ４２：２０．９３ １８１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０１５，０００円 複勝： ３８，５８３，５００円 枠連： ２６，７６４，７００円

普通馬連： ７７，７７２，５００円 馬単： ５２，７００，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６４８，４００円

３連複： ８７，７５１，８００円 ３連単： １２４，１７７，４００円 計： ４５４，４１３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ３３０円 � ２７０円 � １７０円 枠 連（６－６） ３，５９０円

普通馬連 �� ３，７６０円 馬 単 �� ７，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� ８５０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ４，６４０円 ３ 連 単 ��� ３５，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２１０１５０ 的中 � １９５２３（５番人気）
複勝票数 計 ３８５８３５ 的中 � ２６９２４（６番人気）� ３４４４６（４番人気）� ７７０１２（１番人気）
枠連票数 計 ２６７６４７ 的中 （６－６） ５５１４（１１番人気）
普通馬連票数 計 ７７７７２５ 的中 �� １５３００（１６番人気）
馬単票数 計 ５２７００１ 的中 �� ５５５０（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６４８４ 的中 �� ４４６４（１８番人気）�� ７４８５（７番人気）�� １０８９７（４番人気）
３連複票数 計 ８７７５１８ 的中 ��� １３９７１（１１番人気）
３連単票数 計１２４１７７４ 的中 ��� ２５５５（１０２番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．５―１３．５―１３．９―１３．９―１２．６―１３．１―１２．９―１２．５―１２．０―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．７―３２．２―４６．１―１：００．０―１：１２．６―１：２５．７―１：３８．６―１：５１．１―２：０３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．１
１
３
７，８，６，１１，５（１０，１５）１６（４，１３，１４）（２，９，１２）－３，１
３（８，１２）（７，１１）（６，１６）５，１５（４，１０，１４）－１３－（２，９）＝１

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

勝馬の
紹 介

ロードパンサー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．２．８ 東京４着

２００６．３．１２生 牡３栗 母 ジャズキャット 母母 Barbicue Sauce ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヴァイタペ号
（非抽選馬） ５頭 ウマザイル号・シルクエスポワール号・テイエムクロヒョー号・ハバナシガー号・メジロハリー号



０３０８７ ２月２２日 晴 稍重 （２１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）

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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

７１４ エ ヴ ァ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４３２－ ４１：４０．７ １．４�

４７ 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± ０１：４０．９１� ４１．７�
７１３ ユキノクイーン 牝３鹿 ５４ C．ルメール 井上 基之氏 清水 美波 静内 服部 牧場 ４６４± ０ 〃 クビ １６．９�

（仏）

３６ ビューティファイン 牝３栗 ５４ 内田 博幸阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 B４８４± ０１：４１．４３ １５．３�
５１０ コスモスプリッツァ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４３４－ ２１：４１．６１ １３．０�
１２ ダイワオードリー 牝３栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４６６－ ２ 〃 クビ ８．０�
５９ ペイントカフェ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：４１．７クビ ５２．７	
２３ アコガレノダンス 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４３０－ ２１：４２．２３ ３２．１

６１１ エングレイス 牝３青鹿５４ 鷹野 宏史西森 鶴氏 中川 公成 新冠 オリエント牧場 ４４４± ０１：４２．３� １２７．９�
８１６ ドリームガーデン 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人�宮内牧場 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４６０－ ４１：４３．０４ ２３７．０�
１１ 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 ４８４－ ４ 〃 ハナ １９．４
４８ ケイアイセイドウ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �啓愛義肢材料販売所 池上 昌弘 浦河 富田牧場 ４５０－１０１：４３．１� ２３．５�
２４ 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 ４３４＋ ２１：４３．３１� ３２．９�
８１５ ジ ェ フ ロ イ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 様似 山本 和彦 ４１４－ ２１：４３．４クビ ４８５．１�
３５ 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 ４６８－ ８１：４３．５� １１９．１�
６１２ グラスコロン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠半沢� 平井 雄二 新冠 武田 修一 ３９２－ ６ （競走中止） ５９８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，６８６，１００円 複勝： ４７，３６９，１００円 枠連： ２７，７９０，５００円

普通馬連： ７６，５９１，９００円 馬単： ７０，３９０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，９９０，７００円

３連複： ８７，００７，４００円 ３連単： １４８，８８０，０００円 計： ５１４，７０６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ４６０円 � ３００円 枠 連（４－７） ８００円

普通馬連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ３，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ４８０円 �� ３，６６０円

３ 連 複 ��� ９，１７０円 ３ 連 単 ��� ３１，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２８６８６１ 的中 � １６２２２８（１番人気）
複勝票数 計 ４７３６９１ 的中 � ２４０８０１（１番人気）� １４５３４（１０番人気）� ２４６８６（５番人気）
枠連票数 計 ２７７９０５ 的中 （４－７） ２５７４５（４番人気）
普通馬連票数 計 ７６５９１９ 的中 �� ２６１５０（９番人気）
馬単票数 計 ７０３９０６ 的中 �� １６３８５（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７９９０７ 的中 �� ７５２８（８番人気）�� １５６２６（４番人気）�� １７５０（４３番人気）
３連複票数 計 ８７００７４ 的中 ��� ７００６（３５番人気）
３連単票数 計１４８８８００ 的中 ��� ３４６２（１０７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３６．３―４９．３―１：０２．４―１：１５．６―１：２８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ヴ ァ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．２．８ 東京３着

２００６．４．２２生 牝３黒鹿 母 ラブフォーエバー 母母 ノンストップレディ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔競走中止〕 グラスコロン号は，競走中に疾病〔左手根骨複骨折〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 フレッシュゴールド号・ラブキュート号
※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。



０３０８８ ２月２２日 晴 良 （２１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

４７ トーセンオーパス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５８－ ２１：３６．１ ２．１�

７１３ ネイチャーキング 牡３栗 ５６ C．ルメール 井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 村上 雅規 ４３４－ ４ 〃 クビ ７．５�
（仏）

２３ ディナルアルプス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 勝己氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ２１：３６．３１� ４１．７�
４８ イ ル サ ル ト 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース小島 太 新冠 飛渡牧場 ４７８± ０ 〃 アタマ ５．２�
２４ ニシノアララギ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４９４＋ ４１：３６．６２ ５．７�
５１０ トーヨーリー 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹�トーヨークラブ 古賀 史生 日高 天羽牧場 ４８６－ ４１：３６．７クビ １９．５	
６１１ クリールエイト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海横山 修二氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４５０＋ ６１：３６．９１� ９２．６

１２ スーパーイーグル 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太森川 満氏 武市 康男 三石 米田 和子 ４５４－ ２１：３７．２１� ２４．９�
１１ エアーレース 牝３芦 ５４

５１ ▲池崎 祐介 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ３８８＋ ４１：３７．５１� ２９８．８�
５９ スーパーソブリン 牡３黒鹿５６ 小林 淳一 �高木競走馬育成牧場 高木 登 新ひだか 澤田 嘉隆 ４４４＋ ２ 〃 同着 ９２．６
６１２ ブラストエルサ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠村中 徳広氏 池上 昌弘 静内 佐竹 学 ４６４＋ ４１：３７．７１� １０．９�
７１４ シルクマイヒメ 牝３黒鹿５４ 江田 照男有限会社シルク高木 登 新冠 富本 茂喜 ４６０± ０１：３８．２３ １２８．６�
８１５ カネスアドラシオン 牡３黒鹿５６ 川田 将雅杉澤 光雄氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ４６６－ ２１：３８．９４ ２５．７�
３６ ピラーオブファイア 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人染谷 幸雄氏 中川 公成 新冠 北星村田牧場 ４４６＋ ４１：３９．７５ ２９４．３�
８１６ マルマツパワフル 牡３栗 ５６ 石橋 脩松田 敏雄氏 和田 正道 浦河 村下牧場 ４７４± ０１：３９．９１� ２８０．８�

（１５頭）
３５ コオリナアベニュー 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成吉田 千津氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４３６－ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２２，４７８，４００円 複勝： ３４，１７７，１００円 枠連： ２７，０２６，９００円

普通馬連： ５９，７９９，０００円 馬単： ４２，１５３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８３４，０００円

３連複： ５１，９８４，２００円 ３連単： ８１，４６２，１００円 計： ３３８，９１４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � ７５０円 枠 連（４－７） ７８０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，５５０円 �� ３，５７０円

３ 連 複 ��� ９，７２０円 ３ 連 単 ��� ２９，３６０円

票 数

単勝票数 差引計 ２２４７８４（返還計 ２９７４８） 的中 � ８４５９１（１番人気）
複勝票数 差引計 ３４１７７１（返還計 ４１５００） 的中 � １０５８０１（１番人気）� ４０４１４（４番人気）� ７６９５（９番人気）
枠連票数 差引計 ２７０２６９（返還計 ３１９） 的中 （４－７） ２５６８３（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ５９７９９０（返還計２６５６３７） 的中 �� ４９３０２（３番人気）
馬単票数 差引計 ４２１５３１（返還計１７９９８０） 的中 �� ２２６６０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １９８３４０（返還計 ６７２２９） 的中 �� １３５８５（３番人気）�� ３０１２（１９番人気）�� １２７１（３４番人気）
３連複票数 差引計 ５１９８４２（返還計３７４０１４） 的中 ��� ３９４７（３２番人気）
３連単票数 差引計 ８１４６２１（返還計６２８９７１） 的中 ��� ２０４８（９８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．０―１２．６―１２．８―１２．２―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３５．５―４８．１―１：００．９―１：１３．１―１：２４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンオーパス �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 アレミロード デビュー ２００８．８．１０ 新潟６着

２００６．５．２生 牡３鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 コオリナアベニュー号は，馬場入場後に疾病〔右第１指骨複骨折〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 カネスアドラシオン号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔制裁〕 スーパーイーグル号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１５番への進路影響）
〔調教再審査〕 カネスアドラシオン号は，発走調教再審査。
※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 レオタイムリー号
※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。



０３０８９ ２月２２日 晴 稍重 （２１東京１）第８日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

７１４ チ ャ ン ギ イ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次坂田 行夫氏 粕谷 昌央 浦河 小倉牧場 ４６８ ―１：４０．５ ２５．２�

６１２� コスモキリンジ 牡３鹿 ５４ 福永 祐一 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 新 P J & P M
Vela Ltd ４９０ ― 〃 アタマ １１．７�

５９ ザバトルキリーク 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三宮川 秋信氏 相沢 郁 新冠 赤石 久夫 ４８４ ―１：４０．８１� １１．９�
３６ ローラントリリオン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成斉藤 敏博氏 河野 通文 新冠 大栄牧場 ４７０ ― 〃 ハナ ３．４�
３５ ナムラカクレイ 牡３栗 ５６ 伊藤 直人奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４６６ ― 〃 ハナ ２１．６�
２４ シルクドルフィン 牡３鹿 ５６ 川田 将雅有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５０４ ―１：４１．１２ ２６．５�
２３ メイショウデジレ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５１２ ―１：４１．７３� ９．８	
４８ シンボリエッセンス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝シンボリ牧場 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 ４９０ ―１：４１．８� ７．２

７１３ グラスレイダー 牡３黒鹿５６ 小林 淳一半沢� 小桧山 悟 早来 ノーザンファーム ５２０ ―１：４１．９クビ ６９．０�
８１５ オンワードイデア 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真�オンワード牧場 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ５０８ ―１：４２．１１ ５８．７
８１６ ヒシキャピタル 牡３青鹿５６ 松岡 正海阿部雅一郎氏 手塚 貴久 浦河 中村 雅明 ５２０ ―１：４２．６３ ４．０�
１２ シルクトレジャー 牡３鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人有限会社シルク後藤 由之 静内 増本牧場 ４７０ ―１：４２．７� １６．１�
６１１ イキケンコウ 牡３鹿 ５６ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ４３４ ―１：４４．０８ ２１０．３�
５１０ エフテーモンスター 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥深野 茂雄氏 河野 通文 穂別 真壁 信一 ５４４ ―１：４４．９５ ４３．０�
４７ ウェイビングパース 牡３栗 ５６ 田中 勝春本杉 芳郎氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６６ ― （競走中止） ３０．６�
１１ カシマチャンピオン 牡３芦 ５６ 小野 次郎�カシマ 高市 圭二 日高 広中 稔 ４８８ ― （競走中止） ３８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２５５，２００円 複勝： ２５，１５７，０００円 枠連： ２３，６６５，７００円

普通馬連： ６６，４９６，８００円 馬単： ４９，０２１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４６１，７００円

３連複： ７５，８９５，４００円 ３連単： １０９，７７２，６００円 計： ３９１，７２６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５２０円 複 勝 � ５９０円 � ４５０円 � ３７０円 枠 連（６－７） ８，６４０円

普通馬連 �� １０，９５０円 馬 単 �� ２５，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６２０円 �� ２，６６０円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� ４６，９５０円 ３ 連 単 ��� ３３３，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２０２５５２ 的中 � ６３５５（９番人気）
複勝票数 計 ２５１５７０ 的中 � １０７６９（９番人気）� １４７６９（６番人気）� １８７２５（４番人気）
枠連票数 計 ２３６６５７ 的中 （６－７） ２０２２（２８番人気）
普通馬連票数 計 ６６４９６８ 的中 �� ４４８３（４２番人気）
馬単票数 計 ４９０２１６ 的中 �� １４０４（９１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４６１７ 的中 �� １４４８（４５番人気）�� １９８６（３４番人気）�� ２６３６（２１番人気）
３連複票数 計 ７５８９５４ 的中 ��� １１９３（１５０番人気）
３連単票数 計１０９７７２６ 的中 ��� ２４３（９６５番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１２．１―１２．９―１３．４―１３．２―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．７―３５．８―４８．７―１：０２．１―１：１５．３―１：２７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チ ャ ン ギ イ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 シアトルダンサーⅡ 初出走

２００６．５．１５生 牝３栗 母 チ ャ ラ ン ダ 母母 ハセベルテツクス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 カシマチャンピオン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。

ウェイビングパース号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕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２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 アストルム号・キングエーコー号・クレバークリス号・ケイアイスサノオ号・ゲンパチデピュティ号・

ザクリエイション号・シンボリクルセイド号・ダノンシェル号・デルマネフティス号・トウカイアリュール号・
トウショウジオン号・ヒシパーフェクト号・フェアリールージュ号・ブレンニューライフ号・マシュー号・
モッキンバード号・モンセルバン号・レッドブラッド号・ロッタラック号・ローレルラファール号



０３０９０ ２月２２日 晴 稍重 （２１東京１）第８日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１２時５０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

３６ ボクノタイヨウ 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４８２＋１０１：３８．３ ５．８�

２３ �� ザッハーマイン 牝４鹿 ５５ 中谷 雄太吉田 和子氏 国枝 栄 米 Robert S.
Evans ５００＋１５１：３８．６１	 ３．４�

２４ サクセスアーチ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４４－ ８１：３８．９１	 ２．９�
１２ マルターズスクープ 牡４栗 ５７ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 門別 天羽 禮治 ５１２＋１０１：３９．２１	 ２８．３�
３５ ドミンゴシチー 牡５芦 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 静内 光丘牧場 ４９８－ ２１：３９．４１
 ８２．９�
５１０ 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 B４８８＋ ２１：３９．５� ５３．１�
７１３� ジェンティリティー 牡４栗 ５７ 川田 将雅前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４６－１４ 〃 ハナ ５５．３	
６１２ シルキーチーフ 牡４栗 ５７

５４ ▲千葉 直人有限会社シルク成島 英春 新冠 武田 修一 ４６８＋ ４１：３９．６クビ １７９．６

６１１ アプローズヒーロー 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４６０＋ ２１：３９．７� ９．４�
１１ インサイダー 牡６栗 ５７ 江田 照男堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ５１０＋ ８ 〃 クビ １０８．０�
５９ � サウスアミューズ 牝４鹿 ５５ 小林 淳一南波 壽氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４６６－ ３１：３９．９１� １６８．７
７１４ リトルディッパー 牝４鹿 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７８＋２４ 〃 アタマ １８．８�
８１５� キッズポケット 牡４栗 ５７ 北村 宏司瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ５１６＋１６１：４０．２１	 ３７．７�
８１６�� アーチフォー 牡４栗 ５７ 内田 博幸広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Forging

Oaks Farm ５１０＋ ６ 〃 クビ ２１．８�
４８ スプリングルーシー 牝４鹿 ５５ 福永 祐一加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 ４７２＋ ２ 〃 アタマ １０．０�
４７ � ミッシーマインド 牝５栗 ５５ 吉田 豊水上 行雄氏 清水 利章 浦河 笠松牧場 ４６６＋１８１：４１．２６ ３２４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，３３３，４００円 複勝： ４１，１２１，３００円 枠連： ２９，１９６，３００円

普通馬連： １１１，５５８，３００円 馬単： ６９，７４５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７３４，６００円

３連複： １０７，４１１，２００円 ３連単： １７８，５０９，４００円 計： ６０１，６０９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（２－３） ５３０円

普通馬連 �� １，９００円 馬 単 �� ４，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ３１０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，２５０円 ３ 連 単 ��� １０，８３０円

票 数

単勝票数 計 ３１３３３４ 的中 � ４２７３６（３番人気）
複勝票数 計 ４１１２１３ 的中 � ５２２５２（３番人気）� ５８５４２（２番人気）� １１３５００（１番人気）
枠連票数 計 ２９１９６３ 的中 （２－３） ４１１６９（１番人気）
普通馬連票数 計１１１５５８３ 的中 �� ４３３８５（５番人気）
馬単票数 計 ６９７４５３ 的中 �� １２７２９（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７３４６ 的中 �� １１３０３（５番人気）�� ２７５４７（２番人気）�� ２７５８８（１番人気）
３連複票数 計１０７４１１２ 的中 ��� ６３４８８（１番人気）
３連単票数 計１７８５０９４ 的中 ��� １２１６９（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．２―３６．６―４９．４―１：０２．３―１：１４．５―１：２６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３６．０
３ ６，１６（１４，１５）８（１，９）３（４，１３）２（５，７）１０，１２，１１ ４ ６（１６，１５）（１４，８，９）３（１，４）（２，５，１３）１０，７，１１，１２
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４黒鹿 母 タルゴナイト 母母 ウインドフレスカ ７戦２勝 賞金 １８，１００，０００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。
（非抽選馬） ２頭 アルファヨンジュン号・メイショウドレイク号



０３０９１ ２月２２日 晴 稍重 （２１東京１）第８日 第７競走 ��２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３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

２：２８．６
２：２８．６

不良

不良

３３ シビルウォー 牡４鹿 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６０－ ６２：３２．５ ５．４�

６８ チャイコフスキー 牡４青鹿５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３０－ ６２：３２．８２ １０．６�
８１２ トーセンゴライアス 牡５芦 ５７ 柴山 雄一島川 �哉氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム ５５８＋ ６２：３２．９クビ ７．４�
７１０ シャインモーメント 牡４栗 ５６ 安藤 勝己�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８６－ ４２：３３．４３ １．９�
５６ ローランウェルズ 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝斉藤 敏博氏 岩戸 孝樹 浦河 秋場牧場 ５０２± ０２：３３．８２� １４５．１�
７９ � アルファオリオン 牡６鹿 ５７ 田中 勝春	貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４６４± ０２：３３．９� １７．２

８１１ ティンバーセブン 牡５栗 ５７ 大庭 和弥三宅 正義氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ５３２± ０ 〃 ハナ ３３．７�
５５ ヒラボクオウショー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠	平田牧場 大久保龍志 静内 千代田牧場 ５１６＋ ４２：３４．１１� １６．３�
２２ ヤエノアカハチ 牡５栗 ５７ 内田 博幸	RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ２２．５
６７ メジロアルタイス 牡５芦 ５７ 小野 次郎�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５２０＋ ２２：３５．１６ ７９．９�
４４ ラ ン キ ン グ 牡６栗 ５７ 福永 祐一塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 今井 秀樹 ４８６± ０２：３６．１６ ６７．７�
１１ デスバラード 牡６鹿 ５７ 武 豊ディアレスト 田村 康仁 三石 三石ファーム B４７８＋ ４２：３６．２� １４．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３３，９９１，６００円 複勝： ４４，９７５，３００円 枠連： ２５，８０２，８００円

普通馬連： １０８，６４２，６００円 馬単： ７９，１１２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，５９６，７００円

３連複： １０６，０２８，１００円 ３連単： １９９，４９５，３００円 計： ６３２，６４４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １８０円 � ３２０円 � １９０円 枠 連（３－６） ２，８００円

普通馬連 �� ２，４９０円 馬 単 �� ５，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ５４０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ５，２００円 ３ 連 単 ��� ２９，５００円

票 数

単勝票数 計 ３３９９１６ 的中 � ５０２４１（２番人気）
複勝票数 計 ４４９７５３ 的中 � ７６７１４（２番人気）� ３１３９０（５番人気）� ６５３９４（３番人気）
枠連票数 計 ２５８０２８ 的中 （３－６） ６８０８（１０番人気）
普通馬連票数 計１０８６４２６ 的中 �� ３２２２１（９番人気）
馬単票数 計 ７９１１２３ 的中 �� １１６０７（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４５９６７ 的中 �� ９０４４（１１番人気）�� １６５２９（５番人気）�� ７１７５（１２番人気）
３連複票数 計１０６０２８１ 的中 ��� １５０７３（１６番人気）
３連単票数 計１９９４９５３ 的中 ��� ４９９２（９８番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．７―１２．８―１３．５―１２．６―１２．７―１３．４―１２．３―１２．４―１２．５―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．１―２４．８―３７．６―５１．１―１：０３．７―１：１６．４―１：２９．８―１：４２．１―１：５４．５―２：０７．０―２：１９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３８．０
１
３
８，４（１，９）１１，６－（５，７，１０）１２－３，２・（８，１１）－（４，７，１２）（１，９）（６，３）１０（５，２）

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

勝馬の
紹 介

シビルウォー �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００７．１１．２５ 東京６着

２００５．１．３１生 牡４鹿 母 チケットトゥダンス 母母 River Missy ９戦３勝 賞金 ３０，０００，０００円
〔制裁〕 アルファオリオン号の騎手田中勝春は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番・６番への進路影

響）



０３０９２ ２月２２日 晴 良 （２１東京１）第８日 第８競走 ��
��１，８００�セントポーリア賞

発走１３時５０分 （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

７１３ ベルベットロード 牡３栗 ５６ 三浦 皇成�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４８０＋ ４１：４８．１ ３１．１�

５１０� タイフーンルビー 牡３栗 ５６ 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Moon Lake
Stables ４５８－ ４１：４８．４１� ５．４�

２３ ピースオブラック 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥泉 俊二氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４７２－ ４１：４８．６１� ３．４�
１１ ベルウッドゼウス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣鈴木 照雄氏 萱野 浩二 日高トヨサトアライファーム ４９４＋ ２ 〃 ハナ ３４．７�
１２ ケニアブラック 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４３６－ ２ 〃 クビ ８．８�
８１６ サクラルーラー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�さくらコマース小島 太 新ひだか 新和牧場 ５２２－ ４１：４８．８１	 １２．８	
５９ ピサノシンボル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８６－ ６ 〃 アタマ ５０．９

６１１ マイネルシュトルム 牡３栗 ５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 平山牧場 ４７８－ ２１：４８．９クビ ５８．６�
３６ ロイヤルロード 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 須甲牧場 ５０６－１０１：４９．２１� ５９．３�
４８ 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 ４８４－ ２ 〃 ハナ ４．９
６１２ シ ー ダ ー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４４４－１８ 〃 クビ １１．７�
２４ コハクジョー 牡３芦 ５６ 村田 一誠河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ４８０－１６１：４９．６２� １５５．４�
８１５
 リバーインバウンド 牝３栗 ５４ 小野 次郎河越 武治氏 星野 忍 浦河 日向牧場 ４４０－ ４ 〃 ハナ ３５１．１�
４７ 
 ブレイブワイズ 牡３芦 ５６ 柴山 雄一古澤 秋信氏 佐々木亜良 日高 増尾牧場 ４５４＋ ２１：４９．９１� ３８８．６�
７１４ ヒシポジション 牡３黒鹿５６ 郷原 洋司阿部雅一郎氏 中野 隆良 静内（有）下河辺トレー

ニングセンター ５１４－ ２１：５０．２２ ２５．５�
３５ スズカルネッサンス 牡３黒鹿５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ５３４＋１０１：５０．５１� ７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，７６０，９００円 複勝： ５８，４０１，１００円 枠連： ３４，３５６，６００円

普通馬連： １６０，５５２，７００円 馬単： ９５，９７６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，８１３，０００円

３連複： １５４，１８９，０００円 ３連単： ２５４，７３４，３００円 計： ８３８，７８３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１１０円 複 勝 � ５５０円 � ２１０円 � １４０円 枠 連（５－７） ４，５８０円

普通馬連 �� ７，９８０円 馬 単 �� ２０，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６００円 �� １，９６０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ９，５５０円 ３ 連 単 ��� １０７，５５０円

票 数

単勝票数 計 ３８７６０９ 的中 � ９８２４（９番人気）
複勝票数 計 ５８４０１１ 的中 � １９９２９（９番人気）� ７０１５２（３番人気）� １５３０３３（１番人気）
枠連票数 計 ３４３５６６ 的中 （５－７） ５５４５（２５番人気）
普通馬連票数 計１６０５５２７ 的中 �� １４８５１（２６番人気）
馬単票数 計 ９５９７６１ 的中 �� ３５３９（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１８１３０ 的中 �� ３７７６（３０番人気）�� ５０６８（２２番人気）�� ２１７７７（２番人気）
３連複票数 計１５４１８９０ 的中 ��� １１９２１（２８番人気）
３連単票数 計２５４７３４３ 的中 ��� １７４８（３４６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．３―１１．８―１２．１―１２．３―１１．８―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３４．８―４６．６―５８．７―１：１１．０―１：２２．８―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．１

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

勝馬の
紹 介

ベルベットロード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 パークリージエント デビュー ２００８．１０．１９ 東京２着

２００６．３．３０生 牡３栗 母 ホクトペンダント 母母 ホクトビーナス ５戦２勝 賞金 １９，２２７，０００円
〔発走状況〕 マイネルシュトルム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 セイクリッドバレー号・ダイワバーガンディ号・ダノンファントム号・ヒカルマイステージ号・ピサノキコウシ号・

マイネルエルフ号



０３０９３ ２月２２日 晴 良 （２１東京１）第８日 第９競走 ��
��１，６００�

は つ ね

初音ステークス
発走１４時２５分 （芝・左）

牝，４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５５�
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

４８ ダンスオールナイト 牝６鹿 ５５ C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４５８＋ ４１：３５．２ ９．９�
（仏）

１２ プロヴィナージュ 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５１４＋ ２ 〃 クビ ２．６�
７１４ メイショウベルーガ 牝４芦 ５５ 田中 勝春松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４７４－ ２１：３５．３� ９．４�
６１１ サ ラ ラ 牝７鹿 ５５ 木幡 初広�瀬 真尚氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４７０± ０１：３５．４� １８．４�
８１６ ワルキューレ 牝５青 ５５ 吉田 豊岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 B５０２＋ ２１：３５．６１� １３．８�
１１ 	 ヴィヴァチッシモ 牝５栗 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２ 〃 アタマ ２２．１�
３５ シャランジュ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４３８± ０ 〃 ハナ ２３．９	
３６ フォーチュンワード 牝４黒鹿５５ 川田 将雅里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ４９４＋ ６ 〃 クビ １５．８

５９ アクロスザヘイブン 牝６鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：３５．８１� ２８．１�
２４ マイネヴェロナ 牝５青鹿５５ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 三石 山際牧場 ５１６＋ ８１：３５．９
 ５．６
８１５ コウヨウアイリーン 牝５黒鹿５５ 小野 次郎寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４９０± ０１：３６．０� ４９．９�
７１３ ラズベリータイム 牝６青鹿５５ 吉田 隼人広尾レース� 勢司 和浩 平取 坂東牧場 ４６０± ０１：３６．１クビ １８．８�
５１０ サンクスノート 牝４鹿 ５５ 内田 博幸下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ４７８＋ ２１：３６．２� １８．８�
４７ 	 プリンセストロイ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩山田 和正氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４３４－１２１：３６．３� ２４．３�
６１２ スペシャルフロート 牝５鹿 ５５ 江田 照男吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：３６．６２ １１７．６�
２３ ジョイフルスマイル 牝４栗 ５５ 村田 一誠上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ８１：３６．９２ １９２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，０６３，３００円 複勝： ６６，８２１，０００円 枠連： ４７，４７６，３００円

普通馬連： ２０１，８４１，５００円 馬単： １１３，７０２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，１３６，０００円

３連複： １９７，１２２，０００円 ３連単： ３７７，０７０，６００円 計： １，１０１，２３３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ２８０円 � １３０円 � ２９０円 枠 連（１－４） ７９０円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� ３，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� １，６４０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ４，２３０円 ３ 連 単 ��� ２８，３３０円

票 数

単勝票数 計 ４３０６３３ 的中 � ３４３４２（４番人気）
複勝票数 計 ６６８２１０ 的中 � ５１８７２（３番人気）� １９８３２０（１番人気）� ４９０８１（４番人気）
枠連票数 計 ４７４７６３ 的中 （１－４） ４４６４７（２番人気）
普通馬連票数 計２０１８４１５ 的中 �� １１４４７４（２番人気）
馬単票数 計１１３７０２５ 的中 �� ２３２５６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４１３６０ 的中 �� ２４０８８（２番人気）�� ７７３７（１９番人気）�� １９１６８（３番人気）
３連複票数 計１９７１２２０ 的中 ��� ３４４１７（６番人気）
３連単票数 計３７７０７０６ 的中 ��� ９８２３（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．９―４８．０―１：００．５―１：１２．１―１：２３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンスオールナイト �
�
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 ２００５．９．１１ 札幌８着

２００３．３．８生 牝６鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ ３５戦５勝 賞金 ８６，１４８，０００円
〔制裁〕 メイショウベルーガ号の騎手田中勝春は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（３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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ウインシンシア号・ウェディングフジコ号・フミノサチヒメ号・マイネエスポワール号・リビアーモ号
※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。



０３０９４ ２月２２日 晴 良 （２１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，２０．２．２３以降２１．２．１５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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

４４ 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± ０２：００．４ ２．４�

８１０� マイネルシュピール 牡６黒鹿５５ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 英 Mrs S. F.

Dibben ５３４＋１６２：００．６１� ３８．０�
３３ タイセイファイター 牡５鹿 ５５ 川田 将雅田中 成奉氏 新川 恵 様似 富田 恭司 ５２８－ ８ 〃 ハナ ９．５�
８１１ ドリームノクターン 牡４鹿 ５５ 三浦 皇成セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ５０６＋１６２：００．８１� ９．２�
６７ イケトップガン 牡５栗 ５５ 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ６．２�
７９ ダイバーシティ 牡４鹿 ５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４７０＋１６２：０１．１１� ３．４	
７８ アヴェンティーノ 牡５鹿 ５５ 松岡 正海吉田 和子氏 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２＋ ８２：０１．２	 ２５．９

２２ ウインシンシア 牝６黒鹿５２ 後藤 浩輝�ウイン 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６２－１２２：０１．６２	 ３９．１�
６６ ブルーマーテル 牡５栗 ５５ 柴山 雄一吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５８－ ２２：０１．７� １６．１�
５５ ユウタージャック 牡７鹿 ５３ 石橋 脩上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７６－ ２２：０１．８� １４３．０
１１ アイティトップ 牡４鹿 ５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４９６± ０ 〃 クビ ６２．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５２，８１３，２００円 複勝： ７２，７０６，７００円 枠連： ４５，１４７，３００円

普通馬連： ２２６，２６０，２００円 馬単： １５８，８５０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，５５６，９００円

３連複： ２０３，８４４，０００円 ３連単： ５３６，２５３，６００円 計： １，３５１，４３２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ８９０円 � ２７０円 枠 連（４－８） ８７０円

普通馬連 �� ５，０５０円 馬 単 �� ６，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６６０円 �� ４４０円 �� ３，７３０円

３ 連 複 ��� １２，６７０円 ３ 連 単 ��� ６４，２３０円

票 数

単勝票数 計 ５２８１３２ 的中 � １７４１９２（１番人気）
複勝票数 計 ７２７０６７ 的中 � ２４６６１６（１番人気）� １３８９６（９番人気）� ５８５００（４番人気）
枠連票数 計 ４５１４７３ 的中 （４－８） ３８３０１（４番人気）
普通馬連票数 計２２６２６０２ 的中 �� ３３１０８（１５番人気）
馬単票数 計１５８８５０５ 的中 �� １７１７５（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５５５６９ 的中 �� ７９１４（１７番人気）�� ３４３６０（４番人気）�� ３４３２（３２番人気）
３連複票数 計２０３８４４０ 的中 ��� １１８８０（３５番人気）
３連単票数 計５３６２５３６ 的中 ��� ６１６２（１６５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１１．５―１２．０―１２．７―１２．１―１２．０―１１．７―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．３―３５．８―４７．８―１：００．５―１：１２．６―１：２４．６―１：３６．３―１：４８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．８

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

勝馬の
紹 介

トウショウウェイヴ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ニツポーテイオー デビュー ２００７．８．５ 新潟４着

２００５．４．１７生 牡４黒鹿 母 スパークトウショウ 母母 リバーフエイム １３戦４勝 賞金 ６０，９３５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※ウインシンシア号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０３０９５ ２月２２日 晴 稍重 （２１東京１）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第２６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 ３，４４４，０００円 ９８４，０００円 ４９２，０００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 サクセスブロッケン 牡４青鹿５７ 内田 博幸�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 谷川牧場 ５２２＋ ７１：３４．６レコード ２０．６�

７１４� カジノドライヴ 牡４栗 ５７ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Shell
Bloodstock ５１８＋１０ 〃 クビ ５．０�

１２ カ ネ ヒ キ リ 牡７栗 ５７ C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５３０－ ３ 〃 アタマ ２．７�

（仏）

６１２ エスポワールシチー 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 門別 幾千世牧場 ４８２－ ６１：３４．８１� ９．４�
８１６� 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± ０１：３５．０１	 ８．８�
５９ ヴァーミリアン 牡７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 ５２２± ０１：３５．１クビ ４．１	
６１１ アドマイヤスバル 牡６青鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５１４＋ ４１：３５．８４ ６９．５

３５ バンブーエール 牡６栗 ５７ 松岡 正海�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４８０－ ２ 〃 アタマ ４３．１�
２４ トーセンブライト 牡８鹿 ５７ 田中 勝春島川 �哉氏 加藤 征弘 静内 岡田スタツド ５０２＋ ４１：３６．０１	 ２３１．７
４７ ヒシカツリーダー 牡５青 ５７ 木幡 初広阿部雅一郎氏 小島 貞博 浦河 中村 雅明 ５３２＋ ２ 〃 クビ ２６．２�
１１ � カフェオリンポス 牡８栗 ５７ 勝浦 正樹西川 光一氏 松山 康久 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ５１４－ ６１：３６．１クビ １７５．４�
５１０� 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 ４８８＋ ６１：３６．２
 ５９．６�
３６ ナンヨーヒルトップ 牡４栗 ５７ 柴田 善臣中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム ５０４＋ ２ 〃 クビ １５３．７�
４８ キクノサリーレ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝菊池 五郎氏 吉田 直弘 三石 フクダファーム ４９６－ ２１：３６．３クビ ３９．０�
２３ サンライズバッカス 牡７黒鹿５７ 三浦 皇成松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５００± ０１：３６．７２	 ３５．１�
７１３ オ フ ィ サ ー 牡７栗 ５７ 福永 祐一広尾レース� 森 秀行 白老 白老ファーム ５０６＋ ６ 〃 クビ １７５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４３，８９８，８００円 複勝： ４３６，０２３，７００円 枠連： ４３４，９０３，２００円

普通馬連： ２，３２４，１５４，５００円 馬単： １，５１９，５４２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５１９，９３１，５００円

３連複： ２，５５０，９８７，８００円 ３連単： ６，７５３，１００，５００円 計： １４，９８２，５４２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０６０円 複 勝 � ４５０円 � ２００円 � １３０円 枠 連（７－８） １，４９０円

普通馬連 �� ４，７１０円 馬 単 �� １４，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７００円 �� １，１８０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ５，７３０円 ３ 連 単 ��� ５７，７２０円

票 数

単勝票数 計４４３８９８８ 的中 � １７０５０５（６番人気）
複勝票数 計４３６０２３７ 的中 � １８０４５４（７番人気）� ５５４８７１（３番人気）� １１９９７３１（１番人気）
枠連票数 計４３４９０３２ 的中 （７－８） ２１６６５２（７番人気）
普通馬連票数 計２３２４１５４５ 的中 �� ３６４３９０（１４番人気）
馬単票数 計１５１９５４２１ 的中 �� ７９７５８（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５１９９３１５ 的中 �� ７１５９４（１９番人気）�� １０４９２２（１２番人気）�� ３１５２２３（２番人気）
３連複票数 計２５５０９８７８ 的中 ��� ３２９０５２（１６番人気）
３連単票数 計６７５３１００５ 的中 ��� ８６３４８（１５６番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．５―１１．９―１１．９―１１．８―１１．３―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．２―３５．１―４７．０―５８．８―１：１０．１―１：２２．２

コーナー
通過順位

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

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４青鹿 母 サクセスビューティ 母母 アワーミスレッグス ７戦５勝 賞金 １５３，４８０，０００円
［他本会外：４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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 エイシンロンバード号・エスケーカントリー号・ガブリン号・クリーン号・クーヴェルチュール号・

サンダルフォン号・セレスハント号・トーセンアーチャー号・ヤマノルドルフ号・レキシントンシチー号・
ロイヤルキャンサー号・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を表示している。



０３０９６ ２月２２日 晴 良 （２１東京１）第８日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２５分 （芝・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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

６１１ アグネストカチ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海渡辺 孝男氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４１：２２．６ ４．４�

１１ アポロラムセス 牡４芦 ５７ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ５００± ０ 〃 クビ １０．２�
２３ オーロマイスター 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ５１２＋１０１：２２．８１� ２．４�
４８ ヘヴンリークルーズ 牝４黒鹿５５ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４３４＋ ８１：２２．９� ３１．５�
８１５ ドリームスカイラブ 牡４黒鹿５７ 石橋 脩セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ５０２＋ ２１：２３．０クビ ７５．８�
３５ ホ ク レ レ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４６６± ０ 〃 クビ ２６．０	
２４ イーサンラヴ 牝５青鹿５５ 大野 拓弥国本 勇氏 松山 将樹 門別 新井 弘幸 ４４８＋ ２１：２３．１� ８０．２

１２ レディハニー 牝４鹿 ５５ 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 ４５０－ ４ 〃 アタマ ９．０�
８１６ パ パ ラ チ ア 牝６鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７２＋ ２１：２３．２� ４４．９
４７ エイミングポイント 牡７鹿 ５７ 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± ０１：２３．３クビ １６１．５�
７１４ シルクパナシア 牡４鹿 ５７ 福永 祐一有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 B４６２± ０ 〃 クビ ３７．０�
５９ カームブレイカー 牡９栗 ５７

５４ ▲池崎 祐介 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５５６－ ２１：２３．４クビ １９７．８�
３６ 	 トミノドリーム 牝５黒鹿５５ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 B４７８－ ６ 〃 クビ １６６．９�
５１０
 ダノンムロー 牡５黒鹿５７ C．ルメール�ダノックス 加藤 征弘 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４５８± ０１：２３．６１� ５．４�
（仏）

６１２ ノースリヴァー 牝５黒鹿５５ 木幡 初広佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 大栄牧場 ４８２＋ ６１：２３．７� ２７．７�
７１３	 ヒシフラッシー 牡４栗 ５７ 吉田 隼人阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 カミイスタット ４９０－ ６１：２５．３１０ ５３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７５，１９４，０００円 複勝： ９１，０１８，７００円 枠連： ８５，８２９，６００円

普通馬連： ３０２，３４０，４００円 馬単： ２００，３６２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ８６，１５９，５００円

３連複： ３１６，００３，６００円 ３連単： ７４０，３０２，２００円 計： １，８９７，２１０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � ２６０円 � １３０円 枠 連（１－６） ９４０円

普通馬連 �� ２，６６０円 馬 単 �� ４，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ２６０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ２，２００円 ３ 連 単 ��� １７，８００円

票 数

単勝票数 計 ７５１９４０ 的中 � １３７０１０（２番人気）
複勝票数 計 ９１０１８７ 的中 � １６５１４９（２番人気）� ６８１６８（５番人気）� ２３５７５６（１番人気）
枠連票数 計 ８５８２９６ 的中 （１－６） ６７６２７（５番人気）
普通馬連票数 計３０２３４０４ 的中 �� ８４０９３（９番人気）
馬単票数 計２００３６２９ 的中 �� ３１７９４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８６１５９５ 的中 �� ２３８７６（８番人気）�� ９５０９７（１番人気）�� ３６９７２（５番人気）
３連複票数 計３１６００３６ 的中 ��� １０６４５１（４番人気）
３連単票数 計７４０３０２２ 的中 ��� ３０７０５（３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．９―３５．６―４７．７―５９．０―１：１０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
３ １４，１５－１１（２，８）（１，１６）（７，９）（３，１３）５（４，１０）（６，１２） ４ １４，１５－１１（２，８）１（３，７，１６）９（４，５，１３）（６，１０）１２

勝馬の
紹 介

アグネストカチ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Mtoto デビュー ２００７．１．２７ 京都３着

２００４．３．６生 牡５鹿 母 アグネスチーアフル 母母 シュームーズ １２戦４勝 賞金 ４４，０１８，０００円
〔制裁〕 ドリームスカイラブ号の騎手石橋脩は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（２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 リーベストラウム号
※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。



（２１東京１）第８日 ２月２２日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８１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

３７１，８００，０００円
５，９７０，０００円
２８，０７０，０００円
６，４６０，０００円
３９，８３０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６５，４８４，０００円
５，２９８，０００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
８３３，１０４，０００円
９９０，１６８，０００円
８２４，８９１，５００円
３，７８９，２３０，１００円
２，５０６，９４８，７００円
９４４，０３０，３００円
４，０１５，２００，４００円
９，６２５，６１５，７００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 ２３，５２９，１８８，７００円

総入場人員 ７０，０１４名 （有料入場人員 ６８，８１３名）



平成２１年度 第１回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４５３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

２，１２１，６１０，０００円
２７，２７０，０００円
１２５，９１０，０００円
１８，７１０，０００円
２１５，０３０，０００円
９６２，０００円
９６２，０００円

５２１，３６９，０００円
４３，０８７，０００円
１４，３８４，７００円

勝馬投票券売得金
４，０５８，１９３，９００円
５，７６６，２６４，２００円
４，３１０，６６５，１００円
１８，１０４，１３７，３００円
１１，４６１，４６０，２００円
４，７４０，４０２，２００円
１８，５０８，０９８，３００円
３９，０９６，７０６，５００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 １０６，０４５，９２７，７００円

総入場延人員 ３１７，４１６名 （有料入場延人員 ３１０，８１６名）




