
０２０４９ ２月６日 晴 稍重 （２２中京１）第５日 第１競走 １，０００�サラブレッド系３歳
発走９時５０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

５７．７
５７．１

不良

稍重

６１１ ダイヤモンドイエロ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二遠藤 喜松氏 尾関 知人 むかわ 真壁 信一 ４６８－ ２１：００．６ ２．２�

７１４ チ ハ ヤ ブ ル 牝３芦 ５４
５１ ▲丸山 元気楠本 勝美氏 菅原 泰夫 新ひだか 中田 英樹 ３９８－ ４ 〃 クビ ５．５�

７１３ エスジーナミ 牝３鹿 ５４ 武 豊赤沼 秀典氏 森 秀行 浦河 大北牧場 ４０２－ ４１：００．８１� ８．８�
６１２ ユニラテラリズム 牝３青鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介池谷 誠一氏 本間 忍 むかわ 上水牧場 ４９４± ０１：０１．８６ ５．６�
３６ アグネスルーク 牡３栗 ５６

５４ △荻野 琢真渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 日高大洋牧場 ４５６± ０ 〃 アタマ １９．１�
８１６ ニジイロノホシ 牝３栗 ５４ 的場 勇人北所 直人氏 高木 登 新ひだか 見上牧場 ４３４± ０１：０２．０１� ７８．７�
２４ コロラトゥーラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲大下 智�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４３６＋ ４１：０２．１クビ １５．３	
４７ スズカオリオン 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４３８－ ４ 〃 クビ １１５．６

１１ ラインカイザー 牡３栗 ５６ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 新冠橋本牧場 ４７８－ ６１：０２．２クビ ３４．２�
５９ グラスピュア 牝３黒鹿 ５４

５２ △松山 弘平半沢� 牧 光二 新ひだか タツヤファーム ４９８－ ２ 〃 ハナ ２５．８�
４８ コウエイマドンナ 牝３鹿 ５４

５２ △国分 恭介伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ５１８± ０１：０２．４１� １９．５
２３ ラブキンバリー 牝３栗 ５４ 田中 博康増田 陽一氏 田島 俊明 日高 池添 安雄 ４３８－ ４１：０２．８２� １４４．７�
８１５ オリオンザドーター 牝３栗 ５４ 北村 友一平本 敏夫氏 加藤 敬二 新冠 川上牧場 B４４０－ ４１：０３．０１� １１８．６�
５１０ レ ガ ー メ 牝３鹿 ５４

５３ ☆宮崎 北斗グリーンスウォード 菊川 正達 新冠 村上牧場 ４２２＋ ４１：０３．１クビ ３９．１�
１２ ア ッ サ リ ネ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥小栗 範恭氏 石毛 善彦 浦河 不二牧場 ４２０－ ６１：０３．６３ １５４．５�
３５ カシノスラッガー �３鹿 ５６ 西田雄一郎柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 坂東島 繁藤 ４５６－ ２１：０４．８７ １４８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，９１５，９００円 複勝： １２，５３１，３００円 枠連： ９，０９７，１００円

普通馬連： ２３，９９４，３００円 馬単： ２０，５０９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０，７０１，４００円

３連複： ３８，９３３，１００円 ３連単： ６１，６２３，０００円 計： １８７，３０５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（６－７） ２７０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ３８０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ３，３３０円

票 数

単勝票数 計 ９９１５９ 的中 � ３７１６６（１番人気）
複勝票数 計 １２５３１３ 的中 � ３７９２７（１番人気）� １９７４６（２番人気）� １２１５４（４番人気）
枠連票数 計 ９０９７１ 的中 （６－７） ２５４３３（１番人気）
普通馬連票数 計 ２３９９４３ 的中 �� ３５８５９（１番人気）
馬単票数 計 ２０５０９８ 的中 �� １７６６４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０７０１４ 的中 �� １３９９５（１番人気）�� ６６７４（３番人気）�� ３４０４（８番人気）
３連複票数 計 ３８９３３１ 的中 ��� ２６１３０（１番人気）
３連単票数 計 ６１６２３０ 的中 ��� １３６６４（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．２―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．１―３５．３―４７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３７．５
３ １４，１１（１２，１３）（１，６）－（４，９）（８，１６）－（２，７）（３，１０）１５＝５ ４ １４，１１，１３－（１，１２）６（４，９）（８，１６）－（２，７）（３，１０）１５＝５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイヤモンドイエロ �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．１２．５ 阪神１０着

２００７．３．２６生 牝３黒鹿 母 アメリカンテースト 母母 アメリカンフイーリング ４戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時００分に変更。
〔制裁〕 レガーメ号の調教師菊川正達は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノスラッガー号は，平成２２年４月６日まで平地競走に出走できない。



０２０５０ ２月６日 晴 稍重 （２２中京１）第５日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

６１２ ミスタールイス 牡３青 ５６ 赤木高太郎田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 原 忠夫 ４５２－ ４１：４９．０ ６．７�

６１１� ヒラボクソング 牡３芦 ５６ 福永 祐一�平田牧場 角居 勝彦 米 Dr. Masa-
take Iida ５１８＋ ４ 〃 クビ ３．９�

２４ カトルズラパン 牡３芦 ５６ M．デムーロ山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８２± ０１：４９．６３� ４．４�
（伊）

４８ ターンベリー 牡３鹿 ５６ 上村 洋行後藤 繁樹氏 坂口 正則 新ひだか タイヘイ牧場 ４８８＋ ４ 〃 アタマ ３８．５�
３５ アテンボーイ 牡３栗 ５６ 西田雄一郎玉置 潔氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 B４７４＋ ４１：４９．８� １７７．２�
１２ エンジェルブレス 牡３黒鹿５６ 武 豊深見 富朗氏 田所 秀孝 新冠 須崎牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ４．２�
８１５ ケイアイブル 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 日高 エンドレス

ファーム ４５６＋ ２１：５０．１１� ９１．５	
８１６ ナスムネタカ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介小山田兼敏氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５８＋ ４１：５１．６９ ２８０．０

３６ サトノケンオー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７４± ０ 〃 クビ １１．６�
７１３ メイショウヘイゾウ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 大柳ファーム ４８０－ ２１：５１．８１� ８４．０�
５９ シゲルサコン 牡３鹿 ５６

５３ ▲大下 智森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田スタツド ４９２－１６１：５１．９� １７０．６
５１０� ルミエールヴェリテ 牝３芦 ５４ 中舘 英二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Helen C.

Alexander ４７４± ０１：５２．１１� ４．７�
２３ スズカグラス 牡３芦 ５６

５４ △国分 恭介永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４６６－ ４１：５２．２クビ １３１．１�
４７ アズマクロシオ 牡３栗 ５６

５４ △松山 弘平東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４６８＋１０１：５２．４１ ２０２．５�
７１４� アポロダイバー 牡３青鹿５６ 丹内 祐次菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Bill Wahl LLC

& Gainesway ５３４－ ４１：５３．１４ ４９３．１�
１１ スウィングダンス 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４０４－ ６１：５３．８４ １２０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，５１２，６００円 複勝： １８，２７０，４００円 枠連： ７，３５７，５００円

普通馬連： ２３，１３８，０００円 馬単： １９，５８０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０，５３７，６００円

３連複： ３５，０４７，５００円 ３連単： ５７，２３３，６００円 計： １８２，６７７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（６－６） １，３４０円

普通馬連 �� １，５６０円 馬 単 �� ３，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ５００円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 ��� １６，３６０円

票 数

単勝票数 計 １１５１２６ 的中 � １３５５５（５番人気）
複勝票数 計 １８２７０４ 的中 � ３１２３２（３番人気）� ２５４９５（４番人気）� ３２４９４（２番人気）
枠連票数 計 ７３５７５ 的中 （６－６） ４０７３（７番人気）
普通馬連票数 計 ２３１３８０ 的中 �� １１０１５（９番人気）
馬単票数 計 １９５８０１ 的中 �� ４０３７（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０５３７６ 的中 �� ３５４７（１０番人気）�� ５２７８（５番人気）�� ６９７２（４番人気）
３連複票数 計 ３５０４７５ 的中 ��� １１１７５（８番人気）
３連単票数 計 ５７２３３６ 的中 ��� ２５８２（６２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．３―２９．９―４３．８―５７．２―１：１０．０―１：２３．０―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．０
１
３
１１，４，１２－（２，５）１０（６，１５）７，８，１（３，１３，１４）－１６－９
１１（１２，１５）８（４，５）－（２，１３）（１０，６，１４）－（３，９）－１６，７，１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミスタールイス �
�
父 スパイキュール �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー ２００９．６．２７ 札幌５着

２００７．３．４生 牡３青 母 モンターニュドール 母母 ネ ガ ノ ８戦１勝 賞金 １１，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時２５分に変更。
〔発走状況〕 シゲルサコン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シゲルサコン号は，平成２２年２月７日から平成２２年２月２８日まで出走停止。停止期間の満了後に

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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アースフォーリア号・ハーベストラヴ号
※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。



０２０５１ ２月６日 晴 稍重 （２２中京１）第５日 第３競走 １，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１０時５０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

不良

稍重

７１４ パラダイスイズヒア 牝５鹿 ５５ M．デムーロ �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６－ ８ ５９．７ １５．２�

（伊）

２４ イグナイトカフェ 牝４鹿 ５５ 小島 太一西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４６６＋ ２ ５９．８� ３．６�
２３ ニシノミーチャン 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４７８＋ ８ ５９．９� ７．７�
１２ ベルシャルル 牝４鹿 ５５

５３ △荻野 琢真岸田 勝宏氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 ４７６＋２２１：００．０� １４．８�
１１ フライトマイル 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋�ミルファーム 武市 康男 新冠 ハシモトフアーム B４７６＋ ４１：００．２１� ６．０�
８１５� ジョイチャイルド 牝４鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４４６＋ ２１：００．５１� ２０．７�
５９ リッショウユーザー 牝５鹿 ５５ 石橋 脩熊坂 俊一氏 野中 賢二 新冠 松浦牧場 ４２８－ ２１：００．６� ２６．２	
６１１� ボムクイーン 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎門野 文典氏 藤岡 範士 門別 日高大洋牧場 ４２８± ０ 〃 ハナ ２２．６

４７ スプリングアウェク 牝４黒鹿 ５５

５３ △国分 恭介ポリッシュホースメイト荒川 義之 三石 タツヤファーム ４６２＋ ４ 〃 ハナ ３．３�
６１２ クリスリリー 牝５栗 ５５ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４５２＋ ４１：０１．０２� １２７．９�
３５ � フラッシュバット 牝５栗 ５５

５２ ▲池崎 祐介桜井 欣吾氏 本間 忍 門別 浦新 徳司 ４７６－ ２ 〃 クビ １６２．２
５１０ カツヨグラッチェ 牝４栗 ５５ 中舘 英二丹羽 茂文氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 ４４４＋ ２ 〃 ハナ ４７．０�
７１３ オンアンドオン 牝５栗 ５５

５４ ☆宮崎 北斗グリーンスウォード 和田正一郎 新冠 村上牧場 B４６２＋１８１：０１．１� １１４．５�
４８ ドゥービリーヴイン 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ

ファーム ４９８－ ４１：０１．３１ ３１６．８�
３６ カネスヴィバーチェ 牝４鹿 ５５

５４ ☆丸田 恭介杉澤 光雄氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４１０－ ４１：０１．８３ １０９．９�
８１６ トリプルスレット 牝４青 ５５

５３ △松山 弘平 �社台レースホース池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４５８＋ ２１：０２．０１� １７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，２０８，６００円 複勝： １４，０１２，８００円 枠連： ９，７７６，１００円

普通馬連： ２３，２５４，０００円 馬単： １８，９６８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １０，６９６，４００円

３連複： ３５，２８２，７００円 ３連単： ５３，６３１，９００円 計： １７５，８３０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ４３０円 � １６０円 � ２４０円 枠 連（２－７） １，８５０円

普通馬連 �� ３，０４０円 馬 単 �� ５，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� １，８８０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ７，０８０円 ３ 連 単 ��� ５１，７４０円

票 数

単勝票数 計 １０２０８６ 的中 � ５３０５（６番人気）
複勝票数 計 １４０１２８ 的中 � ６９３６（７番人気）� ２９００８（２番人気）� １５０７５（４番人気）
枠連票数 計 ９７７６１ 的中 （２－７） ３９００（９番人気）
普通馬連票数 計 ２３２５４０ 的中 �� ５６６０（１０番人気）
馬単票数 計 １８９６８３ 的中 �� ２４１２（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０６９６４ 的中 �� ２２３５（１０番人気）�� １３４６（２５番人気）�� ４９９０（５番人気）
３連複票数 計 ３５２８２７ 的中 ��� ３６８０（２５番人気）
３連単票数 計 ５３６３１９ 的中 ��� ７６５（１５２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１２．１―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２３．０―３５．１―４７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３６．７
３ ・（２，４）１４（１，３，７，１６）－１５，５（６，１０）（８，１３）（９，１１）－１２ ４ ・（２，４）（１，１４）（３，７，１６）（５，１５）（９，１０）（８，１３，１１）－（６，１２）

勝馬の
紹 介

パラダイスイズヒア �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．７．１５ 函館５着

２００５．１．２８生 牝５鹿 母 ライクリーティナ 母母 ヘ バ ２１戦２勝 賞金 １６，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時５０分に変更。
〔発走状況〕 ベルシャルル号は，枠入り不良。
〔制裁〕 リッショウユーザー号の騎手石橋脩は，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３０，０００円。（１６番への進路

影響）
〔調教再審査〕 ベルシャルル号は，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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アムネリス号・フェバリットガール号・リネンアカシア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２０５２ ２月６日 晴 稍重 （２２中京１）第５日 第４競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時２０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

６１２ エーシンビートロン 牡４黒鹿５６ 武 豊�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 ４７８＋１０１：４４．７ ２．４�

７１３ ヒラボクワイルド 牡４青鹿５６ 松田 大作�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４９２＋１０１：４５．０２ １２．３�
５１０ ダイレクトパス 牡６青鹿５７ 大野 拓弥渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４５８－ ２１：４６．３８ ５．１�
４８ アルテマイスター 牡４栗 ５６ 長谷川浩大水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 ４３８＋ ２１：４７．１５ １２０．２�
７１４ ラ グ ナ ロ ク 牡４黒鹿５６ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B４９８＋１２１：４７．４１� ９０．５�
５９ � ヤ マ ノ ベ ガ 牡６黒鹿５７ 的場 勇人山住れい子氏 牧 光二 門別 竹島 幸治 ５０２－ ２１：４７．５� ３７．３�
３５ � ビッグジャンパー 牡４栗 ５６

５５ ☆宮崎 北斗宮田 直也氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４５０＋ ４１：４８．０３ １７１．２	
１２ ホ ト ダ ー 牡８栗 ５７

５４ ▲大江原 圭井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４９４± ０１：４８．２１� ２４．３

２４ ファイナルコート 牡５青鹿５７ 藤岡 康太�嶋 祐子氏 藤岡 健一 静内 フジワラフアーム ５４０＋１０１：４８．３� ２．９�
４７ アンハートキング 牡４鹿 ５６ 村田 一誠�リーヴァ 松永 康利 三石 松本牧場 ５３４－ ８１：４８．５� １４２．６
６１１� チーフヴァージニア 牝５黒鹿５５ 黛 弘人篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４４２－ ２１：４８．７１� ４２７．０�
３６ キミニムチュウ 牝４黒鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気�グランド牧場 小林 常泰 新ひだか グランド牧場 B４５６－ ２１：４９．０２ ６４．８�
８１５ キングデオキシス 牡６栗 ５７ 田辺 裕信嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 服部 牧場 ５１０＋ ６１：４９．２１� ２５２．４�
８１６ フォーレイカー 牡４鹿 ５６ M．デムーロ �ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４９４＋１０ 〃 アタマ １８．３�

（伊）

２３ アイビスビッテ 牡６栗 ５７ 石橋 脩臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 B５２２－ ８１：４９．３クビ ３０．３�
１１ � ハクサンレジェンド 牡５栗 ５７ 田中 博康篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ４４４＋ ６１：５０．２５ １４３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，２７０，９００円 複勝： １２，９５０，９００円 枠連： ９，４２４，４００円

普通馬連： ２４，０１６，８００円 馬単： １９，１２０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １１，１８３，５００円

３連複： ３６，６２９，７００円 ３連単： ６１，５０２，７００円 計： １８６，０９９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２７０円 � １４０円 枠 連（６－７） ８６０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ２４０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� ８，０１０円

票 数

単勝票数 計 １１２７０９ 的中 � ３７１４８（１番人気）
複勝票数 計 １２９５０９ 的中 � ３６５３７（１番人気）� ８４６８（４番人気）� ２７５６１（２番人気）
枠連票数 計 ９４２４４ 的中 （６－７） ８１１４（４番人気）
普通馬連票数 計 ２４０１６８ 的中 �� １３１３０（４番人気）
馬単票数 計 １９１２０９ 的中 �� ７５０１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１１８３５ 的中 �� ４９９５（４番人気）�� １３４８４（２番人気）�� ３０５５（１０番人気）
３連複票数 計 ３６６２９７ 的中 ��� １５８２０（３番人気）
３連単票数 計 ６１５０２７ 的中 ��� ５６７１（１４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１７．９―２９．４―４１．７―５４．０―１：０６．６―１：１９．７―１：３２．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エーシンビートロン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００８．１０．２６ 京都５着

２００６．３．２５生 牡４黒鹿 母 ローレンシア 母母 シユンミサキ ９戦２勝 賞金 ２２，４００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時１５分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハクサンレジェンド号は，平成２２年３月６日まで平地競走に出走できない。
※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。



０２０５３ ２月６日 晴 稍重 （２２中京１）第５日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時５０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

１：０６．７
１：０６．５

良

良

６１１ リバーハイランド 牡３鹿 ５６
５４ △国分 恭介後藤 繁樹氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７２－ ２１：１０．０ ２５．１�

２４ アンフィルージュ 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４７２－ ２ 〃 クビ ４．７�

３６ サクラクローバー 牝３鹿 ５４ 田中 博康�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４３８－ ２１：１０．５３ ６．２�
６１２ デイズオブメモリー 牡３芦 ５６

５５ ☆田中 健 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４２４＋ ２１：１０．６� ２５．２�
２３ トーセンポインター 牡３鹿 ５６ 北村 友一島川 �哉氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４５２＋ ２１：１０．７クビ １９．２	
４８ ショウナンナックル 牝３鹿 ５４ 福永 祐一国本 哲秀氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４２４± ０１：１１．０１� ６．９

７１４ サーストンムーン 牡３鹿 ５６

５３ ▲丸山 元気齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４７２－ ６ 〃 ハナ ６０．０�
５９ キングシャーロット 牡３鹿 ５６ 中舘 英二馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか 上村 清志 ４４２＋１２１：１１．２１� ２７．３�
１２ セレスペドロイア 牡３栗 ５６

５４ △荻野 琢真岡 浩二氏 鮫島 一歩 新ひだか グランド牧場 B４６４－ ２ 〃 ハナ １１０．６
８１７ メイショウセキトバ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 ５１０＋ ２１：１１．４１� １２．４�
７１５ エフテーグンダイ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成深野 茂雄氏 尾関 知人 えりも 上島牧場 ４２２－１０１：１１．５� ６６．９�
５１０ ミ ブ ノ ギ シ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信松本 俊廣氏 田中 清隆 新冠 タニグチ牧場 B４９８＋１６ 〃 ハナ ３０９．８�
８１８ ペガサスガール 牝３栗 ５４ 梶 晃啓高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 ４１４－ ６１：１１．９２� ３７．８�
１１ ホットチリペッパー 牡３芦 ５６ 武 豊 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B５０８－ ２ 〃 ハナ ２．６�
３５ ケイエスアイアイ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠キヨシサービス� 高橋 成忠 新ひだか 藤沢牧場 ４４６＋ ４１：１２．１１� １２５．４�
４７ コパノトヨウケ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆宮崎 北斗小林 祥晃氏 武藤 善則 新ひだか 谷岡牧場 B４０６＋ ２１：１２．６３ ２４８．２�
７１３ ジョーカーホーマン 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 ４３２＋ ４１：１２．７� ２９０．９�
８１６ マルイチクランツ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 荻伏三好フ

アーム ４６０± ０１：１３．０１� ４２．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，６５８，１００円 複勝： １９，１５４，３００円 枠連： ８，５４４，２００円

普通馬連： ２５，１５９，９００円 馬単： １９，４６７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，３９１，７００円

３連複： ３７，９７０，５００円 ３連単： ５６，８１４，６００円 計： １９２，１６０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５１０円 複 勝 � ５６０円 � １９０円 � ２５０円 枠 連（２－６） ２，３５０円

普通馬連 �� ６，１２０円 馬 単 �� １２，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７３０円 �� ２，８５０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� １８，２００円 ３ 連 単 ��� １２７，８４０円

票 数

単勝票数 計 １２６５８１ 的中 � ３９８８（７番人気）
複勝票数 計 １９１５４３ 的中 � ７２５９（７番人気）� ３３０９９（２番人気）� ２１１２８（４番人気）
枠連票数 計 ８５４４２ 的中 （２－６） ２６９１（１０番人気）
普通馬連票数 計 ２５１５９９ 的中 �� ３０３７（２０番人気）
馬単票数 計 １９４６７１ 的中 �� １１６７（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２３９１７ 的中 �� １７３６（２０番人気）�� １０３５（３１番人気）�� ４４８４（６番人気）
３連複票数 計 ３７９７０５ 的中 ��� １５４０（５３番人気）
３連単票数 計 ５６８１４６ 的中 ��� ３２８（３６５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．３―１２．１―１２．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．８―４５．９―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．２
３ ・（７，８，１７）１（２，３，４，１２）１８（６，１１）（９，１６）（５，１５，１４）（１０，１３） ４ ・（７，８，１７）（１，２，３，４）（６，１１，１２）１８（１５，９）（５，１４）（１０，１６）１３

勝馬の
紹 介

リバーハイランド �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Theatrical デビュー ２００９．１０．３１ 京都５着

２００７．３．２０生 牡３鹿 母 タイキクリスティー 母母 Certain Secret ６戦１勝 賞金 ６，４５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時４０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 ムーンダスト号
（非抽選馬） １頭 ノヴェルデザイン号



０２０５４ ２月６日 晴 稍重 （２２中京１）第５日 第６競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （芝・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

１：４５．５
１：４４．１

良

良

８１５ ナムラボルテージ 牝３鹿 ５４ 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４６２± ０１：５１．０ ４．９�

６１２ レッドステラーノ 牝３栗 ５４ 福永 祐一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ １．９�
１２ ダイヤモンドムーン 牝３黒鹿５４ 武 豊岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 ４９６－ ４１：５１．２１� ４．４�
３６ ヴィクトリアローズ 牝３栗 ５４ 的場 勇人古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 ４３２－１２１：５１．８３� ８１．８�
７１４ ベルベットカフェ 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大高山 和士氏 西浦 勝一 日高 豊郷牧場 ４５２＋１６１：５１．９� ５２．４�
５１０ ベッラフィーリア 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４２０－１０ 〃 クビ ９．６	
２４ ウィルトゥウイン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気�ターフ・スポート菊川 正達 新冠 村田牧場 ４２４＋ ６１：５２．１１� １０７．３

１１ アモーレマテルノ 牝３鹿 ５４ 武 英智 �ローレルレーシング 河野 通文 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４０＋ ６ 〃 ハナ １９６．７�
５９ クレーンズラヴァー 牝３栗 ５４

５３ ☆丸田 恭介�本桐牧場 清水 英克 新ひだか 本桐牧場 ４３８－ ４１：５２．２クビ １６．２�
８１６ チ ェ リ ー ニ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４１６－ ２１：５２．５１� ６１．４
４７ ユニバーサルサンド 牝３鹿 ５４ 田中 博康山田眞理子氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４４８－ ２１：５２．７１� ７３．６�
４８ フェルナンブルー 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介 �ブルーマネジメント本田 優 日高 長谷川牧場 ４３８＋１４１：５３．０１� １２９．０�
２３ ショウナンハマカゼ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太国本 哲秀氏 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０４－１０１：５３．２１� ４２０．５�
７１３ トモノスイング 牝３青 ５４ 大野 拓弥アーネストクラブ 平井 雄二 新ひだか 高橋 修 ４１２± ０１：５３．３� ９４．５�
６１１ デルマユリア 牝３青鹿５４ 中舘 英二浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 安平 ノーザンファーム ４０８－ ４１：５４．４７ １７８．８�
３５ リファールエル 牝３青 ５４ 三浦 皇成石橋 松蔵氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４４０－１６１：５５．６７ ５１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，４５７，０００円 複勝： ２０，２５９，０００円 枠連： ７，２３２，１００円

普通馬連： ２１，７９６，９００円 馬単： １９，１６２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ９，４４５，３００円

３連複： ３１，０６０，８００円 ３連単： ５８，６４１，２００円 計： １７８，０５４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（６－８） ４３０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ３７０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ４７０円 ３ 連 単 ��� ３，８８０円

票 数

単勝票数 計 １０４５７０ 的中 � １６９７７（３番人気）
複勝票数 計 ２０２５９０ 的中 � １９４９０（３番人気）� １１６３９９（１番人気）� ２３５２１（２番人気）
枠連票数 計 ７２３２１ 的中 （６－８） １２６５１（２番人気）
普通馬連票数 計 ２１７９６９ 的中 �� ３７０７０（２番人気）
馬単票数 計 １９１６２１ 的中 �� １１２３６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９４４５３ 的中 �� １４３４６（２番人気）�� ５００２（５番人気）�� １５６０４（１番人気）
３連複票数 計 ３１０６０８ 的中 ��� ４９１０５（１番人気）
３連単票数 計 ５８６４１２ 的中 ��� １１１７１（８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．７―１２．８―１２．４―１２．４―１２．５―１２．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．８―４９．６―１：０２．０―１：１４．４―１：２６．９―１：３９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．６
１
３
２（７，９，１０）（６，１１）（８，１５）４，１２（１，１４）３，１６－５－１３・（２，７）（６，９，１０）１５（４，１１）１２（１，８）（１４，１６）３－（１３，５）

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

勝馬の
紹 介

ナムラボルテージ �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 フレンチグローリー デビュー ２０１０．１．１０ 京都２着

２００７．５．３１生 牝３鹿 母 ビストロドゥパリ 母母 ド ッ フ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０５分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リファールエル号は，平成２２年３月６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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クニサキロンメイ号・メジロカトリーヌ号
（非抽選馬） １頭 オンワードカトレア号



０２０５５ ２月６日 晴 稍重 （２２中京１）第５日 第７競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （芝・左）

若手騎手，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

８１８ クリンゲルベルガー 牝４芦 ５５
５４ ☆田中 健 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３４－ ２１：１０．５ １５．８�

４７ ブルースバローズ �４栗 ５７
５６ ☆宮崎 北斗猪熊 広次氏 中竹 和也 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０８＋ ６１：１０．６� ４．３�
３６ ヴンダーゾンネ 牝４栗 ５５ 田中 克典岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド ４９２＋２２ 〃 アタマ ６．９�
６１２ ベ ス ト ラ ン 牝４黒鹿５５ 上野 翔本間 茂氏 柴田 政人 新冠 北星村田牧場 ４６４－ ２１：１０．７� ６．９�
１１ バンダムミュートス 牡４鹿 ５７ 黛 弘人山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ５０２＋２２１：１１．０１� １１０．７�
２４ コ チ ャ 牝４鹿 ５５

５２ ▲大江原 圭山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 三石 ヒサイファーム B４６６＋１０ 〃 アタマ ８１．３�
４８ コスモクラッベ 牝４鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋１２１：１１．１� ７７．９	
７１５ ファミリズム 牝４青鹿 ５５

５３ △国分 恭介國分 純氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ４９８＋１４１：１１．２クビ ４．６

３５ アグネスムーン 牝５鹿 ５５

５４ ☆丸田 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ５００＋２０ 〃 ハナ ２１．８�
１２ ニホンピログッデン �７鹿 ５７ 加藤士津八小林百太郎氏 作田 誠二 静内 福岡 清 ４７２＋ ４ 〃 クビ ２３．７�
８１７ ニシノアンクレット 牝４青鹿 ５５

５３ △荻野 琢真西山 茂行氏 池添 兼雄 むかわ 西山牧場 ４６４＋１０１：１１．３� １７．９
５９ � メイプルスペシャル 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲丸山 元気川上 悦夫氏 高市 圭二 新冠 川上牧場 ５１０＋ ２１：１１．４� １０７．５�
７１３� ヤマサエレガント 牝５栗 ５５

５２ ▲池崎 祐介佐藤 雄司氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ４５０＋ ６１：１１．５クビ ３０５．４�
８１６ テ ィ ー ガ ー 牡４鹿 ５７ 小島 太一 �社台レースホース尾形 充弘 追分 追分ファーム ４５８＋ ６１：１１．８１� ２９．７�
２３ マチカネモンスーン 牝５栗 ５５

５２ ▲草野 太郎細川 益男氏 南井 克巳 門別 待兼牧場 ４６４＋ ６ 〃 クビ ３１．９�
６１１ チャームペンダント 牝４鹿 ５５ 生野 賢一タマモ� 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４６２－ ２１：１２．０１ ７．９�
５１０ ミラグロレディ 牝４鹿 ５５ 田中 博康阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 B４６２＋ ８１：１２．１� １５．６�
７１４� オサナゴコロノキミ 牝５芦 ５５

５２ ▲国分 優作�ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４４６＋ ６１：１２．６３ ９０．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９，０２８，０００円 複勝： １１，０６７，４００円 枠連： ７，９８７，７００円

普通馬連： ２１，８４４，０００円 馬単： １４，３０８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ９，２４４，５００円

３連複： ３４，７９４，２００円 ３連単： ５３，７０７，３００円 計： １６１，９８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ４１０円 � １６０円 � ２６０円 枠 連（４－８） １，６２０円

普通馬連 �� ４，９５０円 馬 単 �� １１，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９００円 �� ２，２８０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ９，９６０円 ３ 連 単 ��� ６９，７９０円

票 数

単勝票数 計 ９０２８０ 的中 � ４５０８（７番人気）
複勝票数 計 １１０６７４ 的中 � ５８１１（７番人気）� ２２８２４（１番人気）� １０６０５（３番人気）
枠連票数 計 ７９８７７ 的中 （４－８） ３６４１（９番人気）
普通馬連票数 計 ２１８４４０ 的中 �� ３２６０（２０番人気）
馬単票数 計 １４３０８１ 的中 �� ９０６（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９２４４５ 的中 �� １１６１（２１番人気）�� ９６２（３１番人気）�� ４１５２（４番人気）
３連複票数 計 ３４７９４２ 的中 ��� ２５８０（２８番人気）
３連単票数 計 ５３７０７３ 的中 ��� ５６８（２０２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．１―１２．２―１２．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．７―４５．９―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．８
３ ・（３，１１）（６，１２）（２，１４）（５，１５）（７，１６）（９，１０，１７）（４，１８）８（１，１３） ４ ・（３，１１）（２，６，１２）（７，５）（１４，１５）９（４，１０，１７，１６）（８，１８）１，１３

勝馬の
紹 介

クリンゲルベルガー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００８．１１．８ 福島１着

２００６．２．２５生 牝４芦 母 ダイイチリカー 母母 ダイナフエアリー ９戦２勝 賞金 １７，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時３０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 タニノスバル号・ビーアデビル号
（非抽選馬） １頭 シゲルハスラット号



０２０５６ ２月６日 晴 稍重 （２２中京１）第５日 第８競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０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 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

８１６ ジェネラルノブレス 牡４栗 ５６ 石橋 脩諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：４５．３ ８．８�

１１ チョップチョップ 牡４青鹿５６ 武 豊西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 近藤牧場 ４８４＋ ４１：４６．７９ １．７�
６１１ イマカツタイガー 牡５栗 ５７ 松田 大作今西 和雄氏 昆 貢 浦河 多田 善弘 ４７０－ ２１：４６．８� ４．６�
２３ マーブルアロー 牡４栗 ５６

５５ ☆宮崎 北斗下村 直氏 田所 清広 新ひだか 藤川フアーム ４８６± ０１：４７．２２� ９．１�
１２ � ラプターストーム 牡４栗 ５６ 丹内 祐次佐藤 恭永氏 高橋 祥泰 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２４＋ ２１：４７．５１� ２０．４�
２４ � メモリージャグラー 牡６栗 ５７ 西田雄一郎�シンザンクラブ 福永 甲 浦河 成隆牧場 ４６２＋ ６１：４７．６� １２３．９�
４７ サイキックダイブ 牡６青鹿５７ 三浦 皇成前田 幸治氏 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４± ０１：４７．７クビ ４８．４	
８１５ カゼノグッドボーイ 牡４栗 ５６ 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４４０± ０１：４７．８� ８５．７

３５ ダノンシーガルズ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎�ダノックス 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８８＋１４１：４８．６５ ５１．７�
４８ デ ジ ャ ヴ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信増山 武志氏 伊藤 大士 浦河 絵笛牧場 ４８６－ ４１：４８．８１� １５２．４�
３６ � スズカワイルド 牡５黒鹿５７ 赤木高太郎永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４８２－ ２１：４８．９クビ ２７．４
５１０ ショウナンアゲイン 牡４青鹿５６ 福永 祐一国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 静内 静内フアーム ４６０－ ６１：４９．１１� ２７．９�
７１３ シゲルトカチダケ 牡４黒鹿５６ 中村 将之森中 蕃氏 武田 博 門別 下河辺牧場 ４５２± ０１：４９．４２ １１０．４�
５９ ウインアトラス 牡５栗 ５７ 武 幸四郎�ウイン 小島 太 新冠 村上 欽哉 ４５６± ０ 〃 ハナ ５１．７�
６１２� カリズマウイッシュ �６栗 ５７

５４ ▲丸山 元気篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４７８－ ６１：５０．５７ ３９５．９�
７１４ アイノタンゴ 牡４鹿 ５６ 上村 洋行田中 充氏 藤沢 則雄 日高 下河辺牧場 ４７６－ ６１：５１．２４ １７９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，１１１，８００円 複勝： ２８，５３３，３００円 枠連： ８，５７６，２００円

普通馬連： ２６，３８７，６００円 馬単： ２１，８９９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １１，２１４，６００円

３連複： ３５，６０７，９００円 ３連単： ６９，２８４，７００円 計： ２１４，６１５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � １３０円 枠 連（１－８） ５８０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� ２，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ６１０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ９６０円 ３ 連 単 ��� ７，９００円

票 数

単勝票数 計 １３１１１８ 的中 � １１８０４（３番人気）
複勝票数 計 ２８５３３３ 的中 � １６２９０（４番人気）� １７７３６６（１番人気）� ３４０４８（２番人気）
枠連票数 計 ８５７６２ 的中 （１－８） １１０２６（２番人気）
普通馬連票数 計 ２６３８７６ 的中 �� ２７０６７（３番人気）
馬単票数 計 ２１８９９０ 的中 �� ７３２７（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１２１４６ 的中 �� ８７８５（３番人気）�� ３６４２（７番人気）�� ２１１５９（１番人気）
３連複票数 計 ３５６０７９ 的中 ��� ２７５４２（２番人気）
３連単票数 計 ６９２８４７ 的中 ��� ６４７４（１５番人気）

ハロンタイム ７．２―１０．８―１１．８―１３．０―１２．６―１２．３―１２．８―１２．３―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．０―２９．８―４２．８―５５．４―１：０７．７―１：２０．５―１：３２．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジェネラルノブレス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００９．４．１１ 福島３着

２００６．４．１８生 牡４栗 母 フサイチビューティー 母母 Embellished ８戦２勝 賞金 １８，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時５５分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カリズマウイッシュ号・アイノタンゴ号は，平成２２年３月６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 オンワードアコール号・スカイハイシチー号



０２０５７ ２月６日 晴 良 （２２中京１）第５日 第９競走 ２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５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 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５６．９
１：５６．４

良

良

５９ ハギノバロンドール 牡４栗 ５６
５５ ☆宮崎 北斗日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８± ０２：０１．２ ８．０�

６１２ エーシングレーソロ 牡５芦 ５７ 太宰 啓介�栄進堂 湯窪 幸雄 浦河 栄進牧場 ５０２＋ ４２：０１．８３� １０３．４�
４７ トキノヤマトボシ 牡４黒鹿５６ 松田 大作田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６４＋ ４ 〃 ハナ ４０．５�
５１０ ネオレボルーション 牡４青鹿５６ 中舘 英二 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９８－ ２２：０１．９クビ １．７�
２４ バックハウス 牡４栗 ５６ 武 豊池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４６８＋１２ 〃 ハナ ８．７�
３５ コハクジョー 牡４芦 ５６

５３ ▲丸山 元気河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５２２＋１６ 〃 クビ ５８．３	
２３ オ ブ コ ー ス 牡５栗 ５７ 北村 友一近藤 英子氏 飯田 雄三 早来 ノーザンファーム ４１８± ０２：０２．０クビ ７．４

３６ ロイヤルネックレス 牝４青 ５４ 藤岡 康太吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６２：０２．２１� ４５．４�
８１８ トムウィンズ 牡５芦 ５７ 三浦 皇成半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 B４７４－ ８ 〃 クビ ２５．９�
８１６� ホーカーシーホーク 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 B４４０－ ４ 〃 ハナ ２１２．３
７１３ タクティクス 牡４栗 ５６ 福永 祐一近藤 英子氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２２：０２．５１� １２．４�
７１４ バイタルシチー 牡４鹿 ５６

５５ ☆丸田 恭介 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 アイオイファーム ４７０＋１０２：０２．６クビ ３３．１�
１２ ダッシュアキチャン 牝５黒鹿５５ 大野 拓弥遠藤 喜松氏 牧 光二 三石 沖田 忠幸 ４６２＋１６ 〃 アタマ ９１．０�
４８ カンファーバトル 牡４鹿 ５６

５４ △国分 恭介奥村 清晴氏 清水 出美 新ひだか 上村 清志 ４８６－ ４ 〃 ハナ ４５．６�
８１７� スペースシャトル 牡４鹿 ５６ 郷原 洋司嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４８０＋１０２：０２．７クビ １３６．７�
６１１� セトウチフレッシュ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信高橋 勉氏 松永 康利 三石 仲野牧場 ４９４＋１０２：０３．５５ １４５．５�
１１ � ダブルダンス 牡５黒鹿５７ 西田雄一郎臼井義太郎氏 天間 昭一 門別 碧雲牧場 B４５２＋ ８２：０３．６クビ １０６．２�
７１５ シングアゲン 牡４黒鹿５６ 赤木高太郎浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 三木田 明仁 B４６２－ ４ （競走中止） ２７６．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，６４９，０００円 複勝： ５４，０２３，１００円 枠連： １４，０３６，０００円

普通馬連： ３５，９１５，１００円 馬単： ２８，８７６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７７９，６００円

３連複： ５２，５８３，１００円 ３連単： １０１，５５４，７００円 計： ３１９，４１７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ５１０円 � ６，０６０円 � ２，７００円 枠 連（５－６） ４，３９０円

普通馬連 �� ５７，２５０円 馬 単 �� ７４，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２，５５０円 �� ５，５３０円 �� ４１，５３０円

３ 連 複 ��� ４３１，１９０円 ３ 連 単 ��� ２，３４２，１１０円

票 数

単勝票数 計 １６６４９０ 的中 � １６４９０（３番人気）
複勝票数 計 ５４０２３１ 的中 � ３０７３９（３番人気）� ２２１７（１２番人気）� ５０５４（９番人気）
枠連票数 計 １４０３６０ 的中 （５－６） ２３６３（１４番人気）
普通馬連票数 計 ３５９１５１ 的中 �� ４６３（７０番人気）
馬単票数 計 ２８８７６９ 的中 �� ２８８（１０３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７７９６ 的中 �� ３０９（６９番人気）�� ７０７（４４番人気）�� ９３（１１９番人気）
３連複票数 計 ５２５８３１ 的中 ��� ９０（３６１番人気）
３連単票数 計１０１５５４７ 的中 ��� ３２（２０２７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．６―１２．２―１２．３―１２．２―１２．４―１２．５―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３４．８―４７．０―５９．３―１：１１．５―１：２３．９―１：３６．４―１：４８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．３
１
３

１６，１８，８（１１，１０）（９，１７）１２（５，７，１３）－２（３，６）１４（１，４）－１５・（１６，１８）１０（８，１７）（１１，１２，１３）９（７，６，４）（５，２）３，１，１４
２
４
１６，１８（８，１０）１１，１７，９，１２（５，７，１３）－（２，３，６）４（１，１４）・（１６，１８）１０，８（９，１２）１７（５，１１，７，１３，４）（２，６，３）１，１４

勝馬の
紹 介

ハギノバロンドール �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１０．５ 中山２着

２００６．４．３生 牡４栗 母 グッバイマイラブ 母母 モストアミュージング １４戦２勝 賞金 ２９，３６９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時２０分に変更。
〔競走中止〕 シングアゲン号は，競走中に疾病〔左上腕骨々折〕を発症し，２コーナーで転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 アグネスハイヤー号



０２０５８ ２月６日 晴 良 （２２中京１）第５日 第１０競走 ��１，２００�
し ょ う な い が わ

庄 内 川 特 別
発走１４時５０分 （芝・左）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，２００，０００円 ４，１００，０００円 ２，６００，０００円 １，５００，０００円 １，０２０，０００円
付 加 賞 ５３９，０００円 １５４，０００円 ７７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

５１０ ピースピース 牡４鹿 ５７ M．デムーロ��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４６４－ ２１：０９．６ ２．９�
（伊）

６１２ メジロガストン 牡５青鹿５７ 中舘 英二�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４９２－ ８１：０９．８１� ３７．７�
４７ � フェルロッサー 牡７芦 ５７ 石橋 脩伊達 敏明氏 柴田 政人 門別 サンシャイン

牧場 ４８２± ０ 〃 クビ １６２．５�
７１３ ナ ス ザ ン 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ５０２＋１４ 〃 アタマ ７５．５�
６１１ ダブルフレーバー 牝４栗 ５５ 秋山真一郎 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 元茂 義一 ４６８± ０ 〃 ハナ ２５．４�
７１４ プリンセスパトラ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６４＋ ４１：０９．９� １４．７�
８１６ ナムラブーム 牡７鹿 ５７ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５２０＋ ６１：１０．０クビ １０．６	
２３ キングオブザベスト 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次田中 準市氏 矢野 照正 新冠 上井農場 ４８８＋１６ 〃 アタマ ４５．７

５９ ゴールデンリング 牡５鹿 ５７ 福永 祐一�日進牧場 矢野 英一 様似 スイートフアーム B４６０－ ２ 〃 アタマ ４．６�
３５ ディアエンデバー 牡４黒鹿５７ 武 豊寺田千代乃氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４９４－ ４１：１０．２１� ３．７�
４８ クインズプレイヤー 牝６黒鹿５５ 田辺 裕信嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４６４＋２０１：１０．４１ ３３．４
７１５ アイスボックス 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 ４４２＋ ２１：１０．８２� ２５３．６�
２４ リトルビスケット 牝５黒鹿５５ 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 村山 明 静内 カントリー牧場 ４３６－１４１：１０．９� ２６．９�
３６ � マイプレファランス 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太五影 隆則氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４３０－２５１：１１．０クビ １１６．６�
８１７	 コスモジャイロ 牝５栗 ５５ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 米 Devona

Jeffery B４８２＋ ８１：１１．２１� ４０．５�
１２ コスモブリーズ 牝４栗 ５５ 荻野 琢真 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 三石 飯岡牧場 ４４２＋ ６ 〃 クビ ２２１．７�
１１ 	 ユーチャリス 牝６鹿 ５５ 田中 博康 �グリーンファーム 藤岡 健一 米 Nobuo

Tsunoda ４８６－ ６１：１１．５１� ３０．７�
８１８ ブライティアピア 牝４鹿 ５５ 松山 弘平小林 昌志氏 鈴木 康弘 平取 コアレススタッド ４６４＋１２１：１１．６� ５０．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，２１６，３００円 複勝： ２５，０８４，４００円 枠連： １８，６９１，６００円

普通馬連： ５０，７８１，１００円 馬単： ３６，２９９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７８２，８００円

３連複： ７６，９７４，３００円 ３連単： １３４，６５８，４００円 計： ３８０，４８８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � １，０５０円 � ２，４５０円 枠 連（５－６） １，７６０円

普通馬連 �� ７，０５０円 馬 単 �� ９，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４２０円 �� ８，２２０円 �� ４１，７４０円

３ 連 複 ��� １８５，６５０円 ３ 連 単 ��� ６９４，９６０円

票 数

単勝票数 計 １７２１６３ 的中 � ４７０２１（１番人気）
複勝票数 計 ２５０８４４ 的中 � ６１０４２（１番人気）� ５０４２（１１番人気）� ２０７１（１６番人気）
枠連票数 計 １８６９１６ 的中 （５－６） ７８４４（７番人気）
普通馬連票数 計 ５０７８１１ 的中 �� ５３１７（２３番人気）
馬単票数 計 ３６２９９６ 的中 �� ２７９０（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７８２８ 的中 �� ２１５７（２６番人気）�� ６１９（６８番人気）�� １２１（１３７番人気）
３連複票数 計 ７６９７４３ 的中 ��� ３０６（３０８番人気）
３連単票数 計１３４６５８４ 的中 ��� １４３（１３４０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．２―１２．１―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．４―４５．５―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３６．２
３ ９，３，１４（１，２，１７，１０）（１１，１８）（１３，１２）（５，８，１６）７（６，１５）４ ４ ９，３（１４，１７，１０）（２，１２）１１，１８（１，１３，８，１６）（５，７）１５（６，４）

勝馬の
紹 介

ピースピース �
�
父 マリエンバード �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００８．７．１３ 阪神１３着

２００６．４．３生 牡４鹿 母 ベルヴェデーレ 母母 フラツターアウエイ １７戦２勝 賞金 ３５，６０９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時５５分に変更。
〔騎手変更〕 ゴールデンリング号の騎手赤木高太郎は，第９競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エースデヨバン号・シルクマイホーム号
（非抽選馬） １頭 ドンマルゴー号
※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。



０２０５９ ２月６日 晴 良 （２２中京１）第５日 第１１競走 ��１，８００�第４４回小 倉 大 賞 典（ＧⅢ）
発走１５時２５分 （芝・左）

４歳以上，２１．２．７以降２２．１．３１まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

福岡県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４５．５
１：４４．１

良

良

８１６ オースミスパーク 牡５鹿 ５４ 藤岡 康太�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４７２＋ ６１：４７．２ ２０．１�

７１４ ナリタクリスタル 牡４黒鹿５４ 武 豊�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８６＋ ４１：４７．５クビ＋１� ４．１�

５１０ マヤノライジン 牡９鹿 ５４ 福永 祐一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８６＋ ６１：４７．６� ４３．８�
５９ ダンスインザモア 牡８黒鹿５５ 丸田 恭介木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５０８－ ２１：４７．７� １０．３�
２４ マイネルスターリー 牡５鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４８２＋１４ （降着） ６．７�
３６ デストラメンテ 牡６芦 ５４ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４５８＋ ２１：４７．９１ ６９．２�
８１５ テイエムアンコール 牡６芦 ５５ M．デムーロ竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 ４７８＋１８１：４８．０� １７．９	

（伊）

３５ アーリーロブスト 牡４鹿 ５５ 太宰 啓介
三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ５０８＋ ８ 〃 ハナ ２７．０�
７１３ ホッコーパドゥシャ 牡８黒鹿５７ 北村 友一矢部 幸一氏 村山 明 鵡川 片山 幹雄 ４９２＋１２１：４８．１クビ ３２．７�
６１２ マンハッタンスカイ 牡６黒鹿５６ 武 幸四郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５４２－ ２ 〃 クビ ４０．９
４７ ドリームサンデー 牡６青 ５７ 秋山真一郎ロイヤルファーム
 池江 泰郎 千歳 ロイヤルファーム ５０６＋ ６１：４８．２クビ ５．６�
４８ ピエナビーナス 牝６青鹿５４ 古川 吉洋本谷 兼三氏 南井 克巳 浦河 岡本牧場 ４６０＋ ４１：４８．３� ３５．２�
１１ リトルアマポーラ 牝５黒鹿５６ 中舘 英二 
社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ２１：４８．８３ ３．７�
６１１ バロズハート 牡５栃栗５４ 石橋 脩栗山 良子氏 池上 昌弘 新冠 田渕牧場 ５１４＋ ４１：４９．０１� ６２．９�
１２ インティライミ 牡８鹿 ５７ 佐藤 哲三 
サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム B４７８＋ ２１：５１．１大差 ２２．７�

（１５頭）
２３ � モエレビクトリー 牡４黒鹿５４ 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新ひだか 中村 和夫 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ７３，６５１，４００円 複勝： １０８，４７６，６００円 枠連： ５９，１４１，８００円

普通馬連： ３７３，３６２，０００円 馬単： １９１，４３５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １００，８６３，８００円

３連複： ４８１，９１５，２００円 ３連単： ８８４，２８３，２００円 計： ２，２７３，１２９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０１０円 複 勝 � ６１０円 � １７０円 � ８１０円 枠 連（７－８） １，２８０円

普通馬連 �� ３，５８０円 馬 単 �� １０，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� ９，９９０円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� ４８，５６０円 ３ 連 単 ��� ３４４，９３０円

票 数

単勝票数 差引計 ７３６５１４（返還計 ２８４９） 的中 � ２８９６１（７番人気）
複勝票数 差引計１０８４７６６（返還計 ３３５５） 的中 � ３９６１４（７番人気）� ２３００３２（１番人気）� ２８８８２（１０番人気）
枠連票数 差引計 ５９１４１８（返還計 １２３３） 的中 （７－８） ３４１５０（６番人気）
普通馬連票数 差引計３７３３６２０（返還計 ５３４１９） 的中 �� ７７０５８（１１番人気）
馬単票数 差引計１９１４３５３（返還計 ２９２１７） 的中 �� １３５１３（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計１００８６３８（返還計 １４１８１） 的中 �� ２０１８３（１２番人気）�� ２４１８（８７番人気）�� １１５６６（２４番人気）
３連複票数 差引計４８１９１５２（返還計１１６２１４） 的中 ��� ７３２４（１３６番人気）
３連単票数 差引計８８４２８３２（返還計２１０３６６） 的中 ��� １８９２（８７５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１２．０―１１．８―１１．７―１１．８―１２．３―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２２．８―３４．８―４６．６―５８．３―１：１０．１―１：２２．４―１：３４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３７．１
１
３
１６（５，７）－１１（１，６，１４）（２，４，８）（１０，１５）－１２，１３－９
１６（７，１１）（５，１）６（１０，１４）（２，４）８，１２（１３，１５）９

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オースミスパーク �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００７．１０．２７ 京都３着

２００５．３．２５生 牡５鹿 母 シルクスパークル 母母 クリスザレディー ２４戦６勝 賞金 １２２，４２６，０００円
〔出走取消〕 モエレビクトリー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 オースミスパーク号の騎手赤木高太郎は，第９競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
〔発走状況〕 ドリームサンデー号は，枠入りの際，前扉が開いたため逸走。馬体検査。発走時刻８分遅延。
〔降着〕 マイネルスターリー号は，２位〔タイム１分４７秒２，着差クビ〕に入線したが，決勝線手前で急に外側に斜行して

「ナリタクリスタル」号および「ダンスインザモア」号の走行を妨害したため５着に降着。
〔制裁〕 マイネルスターリー号の騎手三浦皇成は，決勝線手前で急に外側に斜行したことについて平成２２年２月１３日から平成２２年

２月２１日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 セラフィックロンプ号・ミッキーパンプキン号・レオマイスター号
※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。



０２０６０ ２月６日 晴 稍重 （２２中京１）第５日 第１２競走 ��１，７００�
て ん ぱ く が わ

天 白 川 特 別
発走１６時００分 （ダート・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 １４，２００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４２０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

６９ ビヨンドマックス 牡４鹿 ５６ 武 幸四郎松岡 隆雄氏 増本 豊 門別 下河辺牧場 ５２６± ０１：４６．２ １２．４�

８１３ タマモスクワート 牡５鹿 ５７ 村田 一誠タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ４９８－ ４１：４６．５２ ３０．４�
４４ エリモアラルマ 牡４鹿 ５６ 松田 大作山本 敏晴氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４８８＋ ４１：４６．８１� １４．２�
３３ � リ オ 牝５鹿 ５５ 的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 川上牧場 ４７４＋１６１：４７．０１� ２０．５�
２２ コートユーフォリア 牡６栗 ５７ 北村 友一前田 幸治氏 岡田 稲男 浦河 昭和牧場 ５０２＋１６１：４７．１クビ ７０．３�
８１２ タニノロッキー 牡６栗 ５７ 武 豊谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ １．５�
７１１ ゲイルカフェ 牡５栗 ５７ 小島 太一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５２＋１２１：４７．３１ １６．９	
６８ シーリーコート 牝６栗 ５５ M．デムーロ 
社台レースホース堀 宣行 追分 追分ファーム ４６６± ０１：４７．４� ６．３�

（伊）

１１ シルクスターシップ 牡７芦 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 静内 千代田牧場 ５２６＋ ８１：４７．５クビ ３１．１�
５７ マイグローリアス 牡８芦 ５７ 長谷川浩大五影 慶則氏 西浦 勝一 三石 坂本牧場 ５２４＋１８ 〃 ハナ １１９．６
７１０ ミステリーゲスト 牡８鹿 ５７ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９２－ ６１：４７．８１� ２２．２�
４５ ビッグスワン 牡５鹿 ５７ 田中 博康臼倉 勲氏 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 ５１０－ ４ 〃 ハナ ３１．３�
５６ � ナカヤマスナイパー 牡８黒鹿５７ 三浦 皇成和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.

Kaster ５２４＋ ４１：４８．１２ １２１．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，４６４，０００円 複勝： ６７，２５５，８００円 枠連： ２１，４３８，９００円

普通馬連： ７２，５４１，０００円 馬単： ６２，０６７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０４２，５００円

３連複： ９２，４４７，８００円 ３連単： ２２８，９９１，７００円 計： ５９９，２４９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ５９０円 � １，２７０円 � ７２０円 枠 連（６－８） ２７０円

普通馬連 �� １１，７２０円 馬 単 �� １８，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５６０円 �� １，４５０円 �� ３，４２０円

３ 連 複 ��� ４５，１９０円 ３ 連 単 ��� ２７６，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２８４６４０ 的中 � １８１９４（３番人気）
複勝票数 計 ６７２５５８ 的中 � ３１１９３（３番人気）� １３４３１（７番人気）� ２４８８６（４番人気）
枠連票数 計 ２１４３８９ 的中 （６－８） ５９０４６（１番人気）
普通馬連票数 計 ７２５４１０ 的中 �� ４５７０（３１番人気）
馬単票数 計 ６２０６７４ 的中 �� ２４９２（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０４２５ 的中 �� ２４９４（２７番人気）�� ４５１２（１２番人気）�� １８５４（３７番人気）
３連複票数 計 ９２４４７８ 的中 ��� １５１０（１０６番人気）
３連単票数 計２２８９９１７ 的中 ��� ６１１（５３３番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．１―１１．９―１２．９―１２．５―１２．５―１２．８―１２．６―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．３―３０．２―４３．１―５５．６―１：０８．１―１：２０．９―１：３３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．１
１
３
３，９（１，４，６）（２，５，１２）１３，１０（７，１１）－８
３，９（１，４，１２）（２，１３）（５，６，１１）（７，１０，８）

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

勝馬の
紹 介

ビヨンドマックス �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００９．３．１５ 阪神１着

２００６．２．１６生 牡４鹿 母 クローストゥユー 母母 ドーンズヘイロー ６戦３勝 賞金 ２９，６８３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時１０分に変更。
※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。



（２２中京１）第５日 ２月６日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １９６頭 本 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

２２９，４９０，０００円
１０，３９０，０００円
２，０９０，０００円
２３，０４０，０００円
１３０，０００円
１４５，０００円

６８，０３０，０００円
５，３０８，０００円
１，９４０，４００円

勝馬投票券売得金
２２４，１４３，６００円
３９１，６１９，３００円
１８１，３０３，６００円
７２２，１９０，７００円
４７１，６９４，６００円
２４８，８８３，７００円
９８９，２４６，８００円
１，８２１，９２７，０００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 ５，０５１，００９，３００円

総入場人員 １２，４２８名 （有料入場人員 １１，５９３名）




