
０３０６１ ２月１４日 晴 重 （２２東京１）第６日 第１競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

１２ ジ ル コ ニ ア 牝３栗 ５４ 江田 照男下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４７０＋ ４１：２７．３ ５．８�

４８ マーシュハリアー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 村上 雅規 ５１６＋ ２１：２７．４クビ ２．６�
８１５ ディーエスブリスク 牡３鹿 ５６ 田中 勝春秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 富菜牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ １２．４�
１１ サトノホクト 牡３栗 ５６ 北村 宏司里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ １４．９�
７１４ メガフェリーチェ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高市 圭二 新ひだか 有限会社石川牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ ２９．２�
４７ グランブリーズ 牡３栗 ５６ 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 今井 秀樹 ４６６－ ４１：２７．５� ７．０�
５１０ マイネルリファイン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新ひだか 山本 昇寿 B４５８＋ ４１：２７．８１� ６．７

８１６ レジスタンス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘前田 幸治氏 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６＋ ６１：２７．９� ８．７�
６１２ モ ノ リ ス 牡３芦 ５６ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 日高 原田牧場 ４８４＋ ８１：２８．０� ７３．０�
６１１ ニシノロコペリ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ４０６－１２１：２８．３１� １３１．４
５９ キングリョウガ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人増田 陽一氏 田島 俊明 青森 イズモリファーム ４８０＋ ８１：２８．５１� ２５．０�
３５ トーヨーツバサ 牡３鹿 ５６ 横山 義行�トーヨークラブ 成島 英春 新ひだか 塚尾牧場 ４５４＋ ４１：２８．９２� ３５６．２�
７１３ ベルモントビクター 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �ベルモントファーム 和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム ４６６＋ ４ 〃 クビ ８６．０�
２３ ア キ ヨ シ 牡３栗 ５６ 中谷 雄太魚住 明氏 嶋田 潤 浦河 恵比寿牧場 ５０４＋ ６１：２９．０� １１１．４�
２４ コスモストラヴィン 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 松山 謙二 ４８８＋ ２１：２９．６３� ６４．７�
３６ カシノイワイザケ 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 鵜木 唯義 ４７０＋ ４１：３０．４５ ３２８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，７７４，５００円 複勝： ２５，１８４，７００円 枠連： １９，８９３，８００円

普通馬連： ５４，４３０，１００円 馬単： ３７，５３７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２８２，６００円

３連複： ７０，０８９，４００円 ３連単： １０３，７３１，８００円 計： ３４６，９２４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � ２５０円 枠 連（１－４） ４５０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ７１０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ２，６００円 ３ 連 単 ��� １１，８７０円

票 数

単勝票数 計 １５７７４５ 的中 � ２１５６５（２番人気）
複勝票数 計 ２５１８４７ 的中 � ３３４９０（３番人気）� ５９３０９（１番人気）� ２２５５４（５番人気）
枠連票数 計 １９８９３８ 的中 （１－４） ３２９６５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５４４３０１ 的中 �� ５４４７０（１番人気）
馬単票数 計 ３７５３７１ 的中 �� １５４９６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２８２６ 的中 �� １５１９０（１番人気）�� ６７１４（８番人気）�� ７４２７（７番人気）
３連複票数 計 ７００８９４ 的中 ��� １９９１２（４番人気）
３連単票数 計１０３７３１８ 的中 ��� ６４５１（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．９―３５．８―４８．６―１：０１．７―１：１４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ル コ ニ ア �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Tabasco Cat デビュー ２００９．７．２５ 新潟６着

２００７．２．２３生 牝３栗 母 スパイシークラウン 母母 ウエストバイノースウエスト ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ナンデヤネン号・ネコキック号・ラブルビー号
（非抽選馬） １頭 メジロバラク号



０３０６２ ２月１４日 晴 重 （２２東京１）第６日 第２競走 ��２，１００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

３６ オリオンザアルファ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４５０－ ４２：１４．６ ２３．９�

４７ ビレッジブライト 牡３栗 ５６ 江田 照男村山 輝雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ４９０＋ ４ 〃 クビ ８．８�
６１１ アサクサマリンバ 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７２－１０２：１４．９１� １３．０�
４８ トーアボンジョルノ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４９８＋ ６２：１５．１１ ２４．７�
５９ バックトゥジエース 牡３栗 ５６ 横山 典弘吉岡 泰治氏 須貝 尚介 日高 庄野牧場 ５０４＋ ２ 〃 クビ ２．２�
２４ トーセンヤッテキタ 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５０８± ０ 〃 ハナ ９３．１	
３５ ニシノシャイナー 牡３栗 ５６ 田中 勝春西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４７４－ ２ 〃 アタマ ２１．１

５１０ シルクコスモス 牡３栗 ５６ 松岡 正海有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４４６± ０ 〃 アタマ ６．４�
７１３ ムンキンナンティ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一坂田 行夫氏 粕谷 昌央 日高 法理牧場 ５０８＋１２２：１６．４８ ２１７．０�
７１４ ファーストグロース 牡３鹿 ５６ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７８± ０２：１７．０３� ４．９
１１ スマートバルカン 牡３栗 ５６ 北村 宏司大川 徹氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ５０６－ ４ 〃 アタマ １６．０�
６１２ ストライビング 牡３鹿 ５６ C．ルメール 前田 幸治氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２４－ ４２：１７．３２ ３３．６�

（仏）

８１５ マンドリーカ 牡３栗 ５６ 木幡 初広伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 ４９４－１０２：１７．８３ ２３９．２�
１２ ヴィーヴァジプシー 牡３鹿 ５６ 幸 英明芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 ４９２－ ４２：１８．４３� １６８．９�
２３ チェリッシュ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治伊東 純一氏 牧 光二 日高 ヤナガワ牧場 B４３８－ ４２：１８．５� ２９８．０�
８１６ デルマカエサル 牡３芦 ５６ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ５０２－１０２：１９．３５ ４６７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３６１，９００円 複勝： ３３，３７１，５００円 枠連： ２０，００３，２００円

普通馬連： ６０，９３０，８００円 馬単： ４４，９９７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１７９，７００円

３連複： ７２，０６５，２００円 ３連単： １１２，７８５，６００円 計： ３８８，６９５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３９０円 複 勝 � ５８０円 � ２８０円 � ３５０円 枠 連（３－４） ３，５４０円

普通馬連 �� ９，５４０円 馬 単 �� １９，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４８０円 �� ２，４１０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ３１，７９０円 ３ 連 単 ��� ２００，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２１３６１９ 的中 � ７０６８（８番人気）
複勝票数 計 ３３３７１５ 的中 � １３８６３（８番人気）� ３４５４３（４番人気）� ２５２５８（５番人気）
枠連票数 計 ２０００３２ 的中 （３－４） ４１７７（１３番人気）
普通馬連票数 計 ６０９３０８ 的中 �� ４７１６（３０番人気）
馬単票数 計 ４４９９７５ 的中 �� １６８０（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１７９７ 的中 �� ２２９５（３０番人気）�� ２３６２（２８番人気）�� ３４６１（１９番人気）
３連複票数 計 ７２０６５２ 的中 ��� １６７３（８５番人気）
３連単票数 計１１２７８５６ 的中 ��� ４１６（５０４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．７―３１．１―４４．５―５７．５―１：１１．０―１：２３．５―１：３６．２―１：４８．７―２：０１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

オリオンザアルファ �
�
父 アルカセット �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．１１．８ 東京１８着

２００７．５．５生 牡３黒鹿 母 モーストファミリー 母母 モーストフェアー ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
※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。



０３０６３ ２月１４日 晴 重 （２２東京１）第６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）

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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４８ ロスヴィータ 牝３栃栗５４ 吉田 隼人岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４２＋ ６１：４１．６ ８．１�

１２ アマーレトウショウ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４３０－ ２１：４１．７� １３．６�
５１０ スナークチェリー 牝３栗 ５４ 浜中 俊杉本仙次郎氏 野中 賢二 日高 賀張中川牧場 ４３０－ ６ 〃 ハナ ３５．２�
３５ トレグラツィエ 牝３黒鹿５４ 菊沢 隆徳堂守 貴志氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４３０－ ２１：４１．９１� ３５．０�
１１ ポ ロ メ リ ア 牝３青 ５４ 田中 勝春�辻牧場 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 ４５０－ ８ 〃 ハナ ３．５�
２３ ザ ハ ブ 牝３栗 ５４ 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 新ひだか 服部 牧場 ５１４＋ ２ 〃 クビ ４６．９	
７１４ ゴールドマッシモ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊磯波 勇氏 高木 登 浦河 駿河牧場 ４７２＋ ２ 〃 アタマ ２．９

４７ ナリタシリウス 牝３鹿 ５４ 幸 英明�オースミ 萱野 浩二 日高 広富牧場 ４０２＋ ２１：４２．３２� ６８．１�
２４ エースハート 牝３栗 ５４ 横山 典弘新川 敏弘氏 松山 康久 安平 吉田牧場 ４３６－ ６１：４２．８３ ７．４�
３６ スズオリヅル 牝３鹿 ５４ 小野 次郎小紫 芳夫氏 保田 一隆 新ひだか 小河 豊水 ４５０－１８ 〃 ハナ １２７．８
７１３ プラウドメアリー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 千津氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４４０－ ２ 〃 クビ １４７．２�
６１１ ロ ジ ガ ー ル 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太久米田正明氏 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム ４３８＋ ２１：４３．１１� ９．６�
８１６ トーセンディーバ 牝３栗 ５４ 小林 淳一島川 �哉氏 鈴木 勝美 日高 ファーミングヤナキタ ４５６－ ２１：４３．２� １３．５�
６１２ アイラヴキャンディ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４２８＋ ６１：４３．４１ ６１０．１�
８１５ プロスパーストーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真飯田 正剛氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４２８－ ２１：４３．６１� ２５５．６�
５９ ディーズミーティア 牝３黒鹿５４ 武士沢友治秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 友田牧場 ４９０＋ ４１：４４．４５ ２９８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２０７，２００円 複勝： ３２，４２９，５００円 枠連： １７，８７５，６００円

普通馬連： ６１，４１０，７００円 馬単： ４４，０８０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０４８，４００円

３連複： ７１，９９６，２００円 ３連単： １１０，５５４，１００円 計： ３８１，６０２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ３５０円 � ４４０円 � ８３０円 枠 連（１－４） １，０４０円

普通馬連 �� ５，１８０円 馬 単 �� ９，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８６０円 �� ２，３７０円 �� ４，３７０円

３ 連 複 ��� ３５，４３０円 ３ 連 単 ��� １３９，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２０２０７２ 的中 � １９６７２（４番人気）
複勝票数 計 ３２４２９５ 的中 � ２６４６９（５番人気）� １９７０１（７番人気）� ９５１２（８番人気）
枠連票数 計 １７８７５６ 的中 （１－４） １２７４８（４番人気）
普通馬連票数 計 ６１４１０７ 的中 �� ８７５６（１７番人気）
馬単票数 計 ４４０８０４ 的中 �� ３３７０（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０４８４ 的中 �� ３０９５（２１番人気）�� ２４０７（２６番人気）�� １２８２（３９番人気）
３連複票数 計 ７１９９６２ 的中 ��� １５００（８７番人気）
３連単票数 計１１０５５４１ 的中 ��� ５８５（３７９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１２．８―１３．５―１３．４―１２．６―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．５―３７．３―５０．８―１：０４．２―１：１６．８―１：２８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロスヴィータ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Acatenango デビュー ２００９．１１．７ 東京５着

２００７．４．２７生 牝３栃栗 母 アクセラレイション 母母 Whirlwind ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔発走状況〕 スナークチェリー号は，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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 チャレンジフラッグ号・バンダムパシアン号
（非抽選馬） １頭 ブライティアカップ号



０３０６４ ２月１４日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２２東京１）第６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

６８ � ツインダイヤ 牝４栗 ５７ 柴田 未崎�坂東牧場 境 征勝 日高 ファーミングヤナキタ ４８８＋ ６３：２４．０ ５５．４�

８１２ ハ ク サ ン 牡４黒鹿５９ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４３８± ０ 〃 ハナ ６．２�
８１１ トミケンコウテイ �４栗 ５９ 穂苅 寿彦冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 金成吉田牧場 ４５４＋１０３：２４．１� １０．７�
５６ プ ラ ク シ ス �４黒鹿５９ 横山 義行前田 幸治氏 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６＋ ６３：２４．７３� ６．８�
４４ クイックステップ 牡５鹿 ６０ 金子 光希岡田 弘夫氏 田中 清隆 門別 松平牧場 ４８２＋１０３：２４．９１� ３８．９�
３３ � モエレエキスパート 牡４青鹿５９ 浜野谷憲尚 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか 中村 和夫 ４９２－ ４３：２５．９６ １．６�
２２ � ブラボーデイ �５鹿 ６０ 山本 康志島田 �樹氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２３：２６．０クビ ２４．９	
７９ ヒシポラリス 牡６鹿 ６０

５７ ▲大江原 圭阿部雅一郎氏 小林 常泰 新冠 富本 茂喜 B５２４± ０ 〃 ハナ １７．１

７１０ スプリングラッキー 牡５栗 ６０ 江田 勇亮加藤 春夫氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ １０３．１�
１１ タニノゴッドマザー 牝５栗 ５８ 高野 和馬谷水 雄三氏 小桧山 悟 静内 カントリー牧場 ４２４－２２３：２６．７４ １６．６�
６７ メジロゲッタウェイ 牡４鹿 ５９ 平沢 健治�メジロ牧場 土田 稔 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６６－ ８３：２６．９１ ７５．１
５５ � テイエムサプライズ 牡６栗 ６０ 蓑島 靖典竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 競優牧場 ４９８＋ ６３：２７．１１� ９１．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，４２９，１００円 複勝： １６，４９８，４００円 枠連： １６，１５７，３００円

普通馬連： ３８，８６９，８００円 馬単： ３５，２２２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，４４８，７００円

３連複： ５１，８３８，１００円 ３連単： ９８，６３３，０００円 計： ２８７，０９７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，５４０円 複 勝 � ９３０円 � ２２０円 � ２９０円 枠 連（６－８） ４，８７０円

普通馬連 �� １０，９７０円 馬 単 �� ３９，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２５０円 �� ４，３１０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ３８，０３０円 ３ 連 単 ��� ４１１，２５０円

票 数

単勝票数 計 １５４２９１ 的中 � ２１９５（９番人気）
複勝票数 計 １６４９８４ 的中 � ３８７４（９番人気）� ２３１８９（２番人気）� １５３０１（４番人気）
枠連票数 計 １６１５７３ 的中 （６－８） ２４４９（１５番人気）
普通馬連票数 計 ３８８６９８ 的中 �� ２６１６（２８番人気）
馬単票数 計 ３５２２２９ 的中 �� ６６２（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４４４８７ 的中 �� ８０９（３４番人気）�� ７９７（３５番人気）�� ５７２２（６番人気）
３連複票数 計 ５１８３８１ 的中 ��� １００６（７６番人気）
３連単票数 計 ９８６３３０ 的中 ��� １７７（５３６番人気）

上り １マイル １：４６．５ ４F ５２．０－３F ３８．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ツインダイヤ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ダイナガリバー

２００６．４．１生 牝４栗 母 ハリスンマリー 母母 レインボーホープ 障害：２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
地方デビュー ２００８．６．１８ 旭川



０３０６５ ２月１４日 晴 稍重 （２２東京１）第６日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３５ ダイワソウル 牡３青鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５００ ―１：５１．７ １２．９�

４７ サクラインライン 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一�さくらコマース小島 太 新ひだか 山田牧場 ４９２ ―１：５１．８� ５．１�
４８ カルヴァドス 牝３栗 ５４ 吉田 豊安原 浩司氏 河野 通文 浦河 赤田牧場 ４１４ ―１：５１．９� ２３．５�
５９ サマーフィオーレ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人セゾンレースホース� 高橋 裕 新冠 コスモヴューファーム ４８４ ―１：５２．２１� ４６．９�
８１５ ディアナムラ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝�樽さゆり氏 田村 康仁 新冠 武田牧場 ４７０ ―１：５２．３� ７．６�
６１１ セブンライターズ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４５８ ― 〃 クビ ２０．１�
７１３ レアーレスパーダ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 	社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム ５３６ ―１：５２．９３� ８．５

３６ ディアユウキ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊ディアレスト 柄崎 孝 浦河 南部 功 ４６８ ― 〃 ハナ ３２．０�
１２ カズノスカーレット 牝３栗 ５４ 江田 照男	中山牧場 杉浦 宏昭 新ひだか 株式会社平井牧場 ４３６ ―１：５３．１１ １１８．３�
２３ レディスキッパー 牝３芦 ５４ C．ルメール 	サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４５８ ― 〃 ハナ ５．１

（仏）

１１ ドクトルプリマ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 北星村田牧場 ４３４ ―１：５３．４１� １４１．０�
７１４ フェローソルジャー 牡３黒鹿５６ 小野 次郎大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム B５１６ ―１：５３．７２ １１８．０�
２４ カシノアイリス 牝３青鹿５４ 郷原 洋司柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 中村 雅明 ４３０ ― 〃 クビ １７８．３�
８１６� エイシンロックオン 牡３青鹿５６ 松岡 正海平井 豊光氏 藤岡 健一 米 Gary F.

Mottola ５１４ ―１：５３．８� ３．０�
６１２ プリティエンジェル 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ５０２ ―１：５４．０１� ５６．８�
５１０ バトラコトキシン 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥石瀬 浩三氏 嶋田 潤 新冠 八木農場 ４５０ ―２：０９．６大差 １３２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８４２，３００円 複勝： ２５，５４６，２００円 枠連： ２３，２７０，５００円

普通馬連： ５８，０１７，２００円 馬単： ４０，０７４，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５６１，３００円

３連複： ６７，４５０，４００円 ３連単： １０１，３３６，８００円 計： ３５５，０９９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ４３０円 � ２１０円 � ５６０円 枠 連（３－４） １，９２０円

普通馬連 �� ３，５８０円 馬 単 �� ８，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２００円 �� ２，３２０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� １５，３８０円 ３ 連 単 ��� ９７，６４０円

票 数

単勝票数 計 １９８４２３ 的中 � １２２１２（６番人気）
複勝票数 計 ２５５４６２ 的中 � １４６４１（６番人気）� ３８８８４（２番人気）� １０７４５（８番人気）
枠連票数 計 ２３２７０５ 的中 （３－４） ８９７７（９番人気）
普通馬連票数 計 ５８０１７２ 的中 �� １１９６４（１６番人気）
馬単票数 計 ４００７４４ 的中 �� ３６９８（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５６１３ 的中 �� ４０７１（１４番人気）�� ２０４４（２８番人気）�� ３２１９（１９番人気）
３連複票数 計 ６７４５０４ 的中 ��� ３２３８（５４番人気）
３連単票数 計１０１３３６８ 的中 ��� ７６６（３０９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．４―５０．７―１：０４．０―１：１７．０―１：２８．７―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３４．７

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

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

勝馬の
紹 介

ダイワソウル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ドクターデヴィアス 初出走

２００７．１．３０生 牡３青鹿 母 トップバナナ 母母 トップポジション １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトラコトキシン号は，平成２２年３月１４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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 ジャストフィール号・スリーロッキー号・セレナプレジール号・トーセンウラヌス号・マイネルクアパパ号・

マロンシュヴー号
※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。



０３０６６ ２月１４日 晴 稍重 （２２東京１）第６日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・左）

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

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１０ マイネルマルシェ 牡３黒鹿５６ C．ルメール �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 ４４４＋ ２１：３４．７ ８．５�

（仏）

４７ ダイワファルコン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５１２－ ２ 〃 ハナ ５．９�
３４ マイネルナタリス 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４６４－ ４１：３４．８� ３１．４�
３５ レインスティック 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４４６＋ ６１：３４．９� １８．７�
２２ ニーマルオトメ 牝３栗 ５４ 横山 典弘板橋 秋氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 ４７２± ０１：３５．０� １８．０�
１１ � セイウンジャガーズ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４６４＋ ６１：３５．１クビ ２．３	
７１２ レッドクロス 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４５２＋ ８１：３５．２� ４．２

４６ エステーラブ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真齋藤 宏明氏 中野 栄治 新冠 平山牧場 ４２４－ ６１：３５．４１	 ６４．１�
８１５
 モエレエンデバー 牡３黒鹿５６ 浜中 俊中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４８８－１０１：３５．６１	 ７１．３�
７１３ メジロソフィア 牝３鹿 ５４ 武 豊�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４２８＋ ６１：３５．８１	 ２６．９
２３ ネバークイン 牝３鹿 ５４ 吉田 豊澤 洋氏 河野 通文 新ひだか マークリ牧場 ４５８± ０１：３５．９� ７０．９�
５８ サニーダニエル 牡３黒鹿５６ 江田 照男宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４９２＋ ２１：３６．１１	 １３６．０�
８１４ セントアンズ 牝３栗 ５４ 田中 勝春後藤 繁樹氏 石毛 善彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４４６＋ ４１：３６．３１	 ２５．７�
５９ トーセンパーシモン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 沖田 哲夫 B５１６＋ ６１：３６．８３ ７２．０�
６１１ クインリーグレイス 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４２－ ４１：３７．１２ ５４．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，７６２，１００円 複勝： ５１，１３５，３００円 枠連： ２４，４４９，８００円

普通馬連： ８７，４１６，５００円 馬単： ５９，８７６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３０１，６００円

３連複： ９９，４７６，０００円 ３連単： １６２，６０８，６００円 計： ５４９，０２６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２７０円 � ２４０円 � ９４０円 枠 連（４－６） １，７００円

普通馬連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ５，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ３，３４０円 �� ２，５６０円

３ 連 複 ��� １９，２００円 ３ 連 単 ��� ９９，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３１７６２１ 的中 � ２９７２５（４番人気）
複勝票数 計 ５１１３５３ 的中 � ５２９１４（４番人気）� ６３８４１（３番人気）� １１９２４（９番人気）
枠連票数 計 ２４４４９８ 的中 （４－６） １０６３１（８番人気）
普通馬連票数 計 ８７４１６５ 的中 �� ３１６２１（７番人気）
馬単票数 計 ５９８７６３ 的中 �� ８７９８（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３０１６ 的中 �� １０２５２（７番人気）�� ２３２２（３２番人気）�� ３０５３（２５番人気）
３連複票数 計 ９９４７６０ 的中 ��� ３８２５（５８番人気）
３連単票数 計１６２６０８６ 的中 ��� １２０４（２８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．４―４７．３―５９．４―１：１１．０―１：２２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルマルシェ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ア ラ ジ デビュー ２００９．１０．３ 中山２着

２００７．３．７生 牡３黒鹿 母 メジロベツァーリ 母母 ソードリリー ６戦２勝 賞金 ２０，６５４，０００円
※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。



０３０６７ ２月１４日 晴 重 （２２東京１）第６日 第７競走 ��
��１，３００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４７ ブレーヴゴールド 牡４青鹿５７ 幸 英明磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４５８－ ４１：１８．２ １１．９�

２３ ハクバドウジ 牡５芦 ５７ 吉田 隼人�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 ５２８＋１０ 〃 クビ １２．６�
３６ タイキドゥカティ 牡５鹿 ５７ C．ルメール�大樹ファーム 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ５１６＋１４１：１８．４� ２．０�

（仏）

５１０ ディパーチャーズ �４鹿 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５６＋ ２１：１８．７２ ６．１�

８１６ アップカントリー 牡５鹿 ５７ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５０６－ ６１：１８．８	 １４．２�

５９ ル ナ ロ ッ ソ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５０２－ ４ 〃 アタマ ２３．８	
２４ ノボレインボー 牝４芦 ５５ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４８２＋ ６１：１８．９� ９．９

３５ 
 モエレジンダイコ 牡５栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４８０± ０１：１９．０クビ ９．３�
６１１ ダイワバーガンディ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４６８± ０ 〃 クビ ２５．０�
７１４
 ヒミノマーチ 牡４芦 ５７ 小野 次郎佐々木八郎氏 田島 俊明 三石 前川 正美 ４５６－ ６ 〃 アタマ ２６５．１
１１ 
 ベストフェット 牡５鹿 ５７ 松岡 正海松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 B５１０＋ ６１：１９．１	 ４９．３�
１２ エドノゴールド 牡４鹿 ５７ 吉田 豊遠藤 喜松氏 高木 登 静内 マークリ牧場 ４６６＋１０１：１９．５２	 １０８．６�
６１２ メジロホリデイ 牝４栗 ５５ 岩部 純二�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４５６± ０１：２０．０３ ３３３．３�
４８ ヤマタケプリンセス 牝５鹿 ５５ 武士沢友治山中 和子氏 畠山 重則 門別 出口牧場 ４３０－ ２ 〃 ハナ ２２７．１�
８１５
 フジノタカワシ 牡４青鹿５７ 浜中 俊北所 直人氏 鈴木 伸尋 新冠 赤石 久夫 ４５６－ ６１：２０．８５ ９１．０�
７１３ サマーシルクロード 牝５栗 ５５ 木幡 初広セゾンレースホース� 根本 康広 門別 白井牧場 ４４２＋１４１：２０．９クビ ２３０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，５８６，２００円 複勝： ３８，６９１，５００円 枠連： ２７，３１９，０００円

普通馬連： ８５，３７０，３００円 馬単： ５６，５７２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，０５３，２００円

３連複： ９０，２２７，８００円 ３連単： １５１，７６０，６００円 計： ５０８，５８０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ２４０円 � ３００円 � １３０円 枠 連（２－４） ２，３２０円

普通馬連 �� ３，９４０円 馬 単 �� ８，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� ４７０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ３，３９０円 ３ 連 単 ��� ３４，７００円

票 数

単勝票数 計 ２８５８６２ 的中 � １８９８１（５番人気）
複勝票数 計 ３８６９１５ 的中 � ３６７８０（５番人気）� ２７４３５（６番人気）� １０７２４２（１番人気）
枠連票数 計 ２７３１９０ 的中 （２－４） ８６９７（９番人気）
普通馬連票数 計 ８５３７０３ 的中 �� １６０２０（１７番人気）
馬単票数 計 ５６５７２０ 的中 �� ４６９１（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３００５３２ 的中 �� ６６４４（１４番人気）�� １６６７４（３番人気）�� １３４７７（４番人気）
３連複票数 計 ９０２２７８ 的中 ��� １９６７１（９番人気）
３連単票数 計１５１７６０６ 的中 ��� ３２２８（１０７番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１１．２―１１．９―１１．６―１２．５―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．９―２９．１―４１．０―５２．６―１：０５．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレーヴゴールド �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．２ 新潟７着

２００６．４．８生 牡４青鹿 母 リープリング 母母 メイシヨウマツカゼ １６戦２勝 賞金 １８，８８０，０００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 エフティレガシー号・マイネルフリーデン号
※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。



０３０６８ ２月１４日 晴 稍重 （２２東京１）第６日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （芝・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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１１�� タイガーファング 牡５黒鹿５７ 北村 宏司吉田 千津氏 藤沢 和雄 米 Shadai Farm ４６２＋ ２１：３６．８ ４．５�

４６ ザクリエイション 牡４黒鹿５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５１２＋２４ 〃 ハナ １３．２�
８１５ ドリームゼロワン 牡５栗 ５７ C．ルメールセゾンレースホース� 加用 正 静内 サンコウ牧場 ５２２＋１６ 〃 クビ １１．５�

（仏）

２２ カイシュウボナンザ 牡４黒鹿５７ 武 豊飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４８２－ ２１：３６．９	 ３．３�

５９ ヒルトップシーン 牡４黒鹿５７ 浜中 俊 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８＋ ２ 〃 アタマ １４．２�

１１ アクアブルースカイ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６６－ ４１：３７．１１
 １０．７	
６１０ ショウナンアルディ 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４７８＋ ４ 〃 クビ ７．６

２３ �� シベリアンアロー 牡４栗 ５７ 武士沢友治藤田 在子氏 矢野 英一 米 G. Watts

Humphrey, Jr. ４４８－ ６１：３７．４１� １５２．８�
４７ サクセスヒューゴー 牡４青鹿５７ 大庭 和弥�嶋 哲氏 牧 光二 新冠 タニグチ牧場 ５１８＋ ４ 〃 同着 １４．１�
５８ メジロワーロック 牡４栗 ５７ 吉田 豊�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ４９８＋ ８ 〃 ハナ ４６．５
３４ � ナミダガキラリ 牝５栗 ５５ 松岡 正海小林けい子氏 荒川 義之 米 Shadai Farm ４５４＋ ８１：３７．５	 １３．３�
８１４ ミスベルツリー 牝４栗 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４７４± ０１：３７．７１	 １２．８�
３５ ドリームヘリテージ 牡４栗 ５７ 吉田 隼人セゾンレースホース� 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４８２＋１８１：３８．１２	 ８２．７�
７１２� ステルススキャン �４栗 ５７ 柴山 雄一山上 和良氏 和田正一郎 浦河 今井 秀樹 ４７６－１３１：３８．２クビ ２５９．０�
７１３� キャサリンアイドル 牝５栗 ５５ 小野 次郎松本 俊廣氏 勢司 和浩 大樹 大樹ファーム ４４６－１２１：３９．３７ ３４６．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，０５２，８００円 複勝： ４４，１６１，０００円 枠連： ３１，２００，６００円

普通馬連： １０２，２５９，６００円 馬単： ６１，５３８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，６１８，３００円

３連複： １０６，７２４，６００円 ３連単： １８１，１４３，３００円 計： ５８８，６９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � ３９０円 � ３７０円 枠 連（４－６） １，４９０円

普通馬連 �� ３，３１０円 馬 単 �� ７，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３９０円 �� ９７０円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� １２，３５０円 ３ 連 単 ��� ５０，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２９０５２８ 的中 � ５１４９５（２番人気）
複勝票数 計 ４４１６１０ 的中 � ７０７５９（２番人気）� ２７３２０（７番人気）� ２９２４１（６番人気）
枠連票数 計 ３１２００６ 的中 （４－６） １５４６１（５番人気）
普通馬連票数 計１０２２５９６ 的中 �� ２２８０９（１３番人気）
馬単票数 計 ６１５３８８ 的中 �� ５８２５（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２６１８３ 的中 �� ５７８０（１８番人気）�� ８５６１（９番人気）�� ２９１２（４３番人気）
３連複票数 計１０６７２４６ 的中 ��� ６３８２（４８番人気）
３連単票数 計１８１１４３３ 的中 ��� ２６７１（１８９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１２．３―１２．９―１２．９―１１．７―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．２―３６．５―４９．４―１：０２．３―１：１４．０―１：２５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
タイガーファング �

�
父 Kingmambo �

�
母父 Sunday Silence

２００５．５．１７生 牡５黒鹿 母 Stinger 母母 Legacy of Strength ２戦１勝 賞金 ８，１４０，０００円
地方デビュー ２００９．４．２９ 園田

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※出走取消馬 キングパーフェクト号（事故のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ドリームゲイル号
※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。



０３０６９ ２月１４日 晴 重 （２２東京１）第６日 第９競走 ��
��１，６００�ヒヤシンスステークス

発走１４時３５分 （ダート・左）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２２ バーディバーディ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海里見美惠子氏 池江 泰郎 新ひだか 千代田牧場 ４７０－ ４１：３７．４ ５．２�

７９ ソリタリーキング 牡３黒鹿５６ 武 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２ 〃 クビ ２．１�
７１０ エ ア ウ ル フ 牡３栗 ５６ C．ルメール �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６０－ ４ 〃 アタマ １５．５�

（仏）

８１１ トーセンアレス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：３７．７２ ４．３�
６７ マカニビスティー 牡３青鹿５６ 川島 信二備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 山田 政宏 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ６．４	
５６ � モエレデフィニット 牡３青鹿５６ 吉田 豊山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 長手 猛 ４７４＋ ８１：３８．０１� ２６７．５

３３ ブルーソックス 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 矢野 英一 新冠 北星村田牧場 ４７０± ０１：３８．２１	 ８１．１�
６８ トシギャングスター 牡３芦 ５６ 浜中 俊田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４６４± ０１：３８．３
 １９．６�
４４ � ビ ッ グ バ ン 牡３鹿 ５７ 後藤 浩輝�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ５００－ ６１：３８．８３ ３９．０
５５ テーオーケンジャ 牡３栗 ５６ 幸 英明小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 ４９４± ０１：３９．０� １７５．５�
１１ タカノキング 牡３鹿 ５６ 酒井 学山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４６６－ ４１：３９．３１� ５０．２�
８１２ アイアムイチバン 牡３芦 ５６ 田中 勝春堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：３９．６１� ４３．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ６５，７１８，２００円 複勝： １００，３１７，１００円 枠連： ３６，３９２，６００円

普通馬連： １８３，１１６，０００円 馬単： １２２，６９５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，０５１，７００円

３連複： １８０，８４２，５００円 ３連単： ４１９，４３０，１００円 計： １，１６３，５６３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ２９０円 枠 連（２－７） ６２０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ９２０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ２，１００円 ３ 連 単 ��� １１，５３０円

票 数

単勝票数 計 ６５７１８２ 的中 � ９９９１０（３番人気）
複勝票数 計１００３１７１ 的中 � １３８７１２（３番人気）� ３８１４１５（１番人気）� ５８６０６（５番人気）
枠連票数 計 ３６３９２６ 的中 （２－７） ４３６２２（３番人気）
普通馬連票数 計１８３１１６０ 的中 �� １８６８７９（２番人気）
馬単票数 計１２２６９５３ 的中 �� ５０２３１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５０５１７ 的中 �� ５６４２３（２番人気）�� １３３３６（１１番人気）�� ２５７４７（５番人気）
３連複票数 計１８０８４２５ 的中 ��� ６３６６６（６番人気）
３連単票数 計４１９４３０１ 的中 ��� ２６８６６（３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．７―３５．９―４８．５―１：０１．２―１：１３．４―１：２５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３６．２
３ １，２（３，４）（５，６）（８，１０，１１）（９，１２）７ ４ １，２（５，３，４）（８，６）－（９，１０，１１）（１２，７）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バーディバーディ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００９．１１．１ 京都６着

２００７．２．２０生 牡３黒鹿 母 ホームスイートホーム 母母 Our Country Place ５戦３勝 賞金 ３８，８５０，０００円
※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。



０３０７０ ２月１４日 曇 良 （２２東京１）第６日 第１０競走 ��
��１，４００�

ひ ば り

雲雀ステークス
発走１５時１０分 （芝・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

１２ テイエムアタック 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ５０２－ ２１：２１．７ １２．８�

２４ ロードバリオス 牡５青 ５７ C．ルメール �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４５６＋ ４１：２１．８� ２．１�
（仏）

７１４� アロマンシェス 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン
牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ ６．８�

４７ コアレスコジーン 	７鹿 ５７ 田中 勝春小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４９２＋ ２１：２１．９� ２３．６�
３５ アドマイヤヘッド 牡６芦 ５７ 吉田 豊近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ ４１．６�
１１ ツーデイズノーチス 牝４黒鹿５５ 北村 宏司諸江 幸祐氏 斎藤 誠 静内 西村 和夫 ４８８＋ ６１：２２．２１
 ２０．８�
３６ アグネストカチ 牡６鹿 ５７ 松岡 正海渡辺 孝男氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４７２－ ４ 〃 クビ ２５．７	
７１３ ドリームスカイラブ 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ５０４± ０１：２２．３
 ６．１

８１６ フェイムロバリー 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ４９８－ ２１：２２．４クビ ６６．５�
８１５ エイシンパンサー 牝５鹿 ５５ 浜中 俊平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４６２＋ ４１：２２．７２ １８．５�
５１０ ジョイントスターズ 牡９鹿 ５７ 大庭 和弥岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 静内 及川 幸夫 ４９０＋１０１：２２．９１� １２８．４
４８ グロリアスウィーク 牡７鹿 ５７ 中谷 雄太 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム B４７８＋ ４１：２３．０� １１０．１�
６１１ グレートバルサー 牡９青鹿５７ 石神 深一大河内一権氏 柴崎 勇 静内 小倉 光博 ４８０± ０１：２３．３２ ４５９．８�
５９ シャランジュ 牝５鹿 ５５ 幸 英明伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６４＋１０ 〃 アタマ ７０．９�
６１２ メガトレンド 牡８黒鹿５７ 武 豊 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９８－１０１：２３．４クビ ２７．７�
２３ サイレントフォース 牡５黒鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３４± ０１：２３．６１� ９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，０２３，０００円 複勝： ６８，７０２，８００円 枠連： ５４，９０５，７００円

普通馬連： ２１７，８４６，３００円 馬単： １１６，５２０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，０２９，１００円

３連複： ２２７，０５９，４００円 ３連単： ４１８，３９７，６００円 計： １，２０９，４８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ２７０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（１－２） ７２０円

普通馬連 �� １，１９０円 馬 単 �� ３，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� １，０００円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ２，５１０円 ３ 連 単 ��� １８，２４０円

票 数

単勝票数 計 ４７０２３０ 的中 � ２８９８８（５番人気）
複勝票数 計 ６８７０２８ 的中 � ４９８３１（５番人気）� １９８８４６（１番人気）� ９２８３４（３番人気）
枠連票数 計 ５４９０５７ 的中 （１－２） ５６９５０（２番人気）
普通馬連票数 計２１７８４６３ 的中 �� １３５３１４（５番人気）
馬単票数 計１１６５２０３ 的中 �� ２４６０２（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９０２９１ 的中 �� ２６７０２（５番人気）�� １３３２１（９番人気）�� ５２５１０（１番人気）
３連複票数 計２２７０５９４ 的中 ��� ６６８９０（４番人気）
３連単票数 計４１８３９７６ 的中 ��� １６９３７（３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．３―３６．０―４７．６―５８．８―１：１０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．１
３ ６（４，３，１０）（８，１３）１（２，１６）（５，１４）１５，７，１２（１１，９） ４ ６，３（４，１０）（８，１３）１（２，１６）（５，１４）７，１５，１２，９－１１

勝馬の
紹 介

テイエムアタック �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００６．９．９ 中京７着

２００４．５．１８生 牡６栗 母 テイエムキララ 母母 テイエムテンホー ３６戦５勝 賞金 １０９，８６９，０００円
※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。



０３０７１ ２月１４日 曇 良 （２２東京１）第６日 第１１競走 ��
��３，４００�第６０回ダイヤモンドステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左）

４歳以上，２１．２．１４以降２２．２．７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 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

３：２９．４
３：２９．４

良

良

７１３ フォゲッタブル 牡４黒鹿５７ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４８４± ０３：３２．６ ２．２�

１１ ベルウッドローツェ 牡４栗 ５２ 松岡 正海加藤 貴子氏 小島 茂之 浦河 浦河土肥牧場 B４８４＋ ６３：３２．８１� １７．２�
１２ ドリームフライト 牡６栗 ５０ 酒井 学吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ５０４－ ２ 〃 クビ ５６．０�
４８ メインストリーム 牡５鹿 ５４ 幸 英明臼田 浩義氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８２－ ８ 〃 アタマ １３．５�
５１０ トウカイトリック 牡８鹿 ５７．５ 大庭 和弥内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５２－ ４３：３３．０１� １２．５�
３６ コパノジングー 牡５黒鹿５２ 勝浦 正樹小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ５０２－ ４３：３３．２１� ５６．５�
５９ メイショウドンタク 牡４黒鹿５４ 吉田 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 ４９８－ ２３：３３．３� ２５．５	
２３ ヒカルカザブエ 牡５黒鹿５６ 横山 典弘�橋 京子氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７２－ ２３：３３．４クビ ４．０

３５ ド ッ ト コ ム 牡５鹿 ５３ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ １２１．４�
７１４ ビエンナーレ 牝７鹿 ５１ 伊藤 工真松本 俊廣氏 河野 通文 静内 神垣 道弘 ４１０＋ ２ 〃 アタマ １４５．７�
６１２ ポップロック 牡９鹿 ５７ 田中 勝春吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５１０± ０３：３３．６１� ５１．４
４７ モンテクリスエス 牡５鹿 ５６ 北村 宏司毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５５０－ ６３：３３．８１� ６．２�
６１１ ダイワワイルドボア 牡５鹿 ５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５３４＋ ６３：３４．０１� ６１．３�
８１６ エーシンダードマン 牡６青鹿５３ 浜中 俊�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５００－１０３：３４．１� ３１．９�
８１５ ハーマジェスティ 牝５鹿 ４８ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 橋本牧場 B４９６－ ８３：３４．６３ ６１．４�

（１５頭）
２４ ジャガーメイル 牡６鹿 ５７ C．ルメール 吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム ― （出走取消）

（仏）

売 得 金

単勝： １６４，０４０，７００円 複勝： ２０９，３３１，３００円 枠連： １５４，２３８，７００円

普通馬連： ７８１，５５１，０００円 馬単： ４７５，０６２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１５，１６５，７００円

３連複： １，０２７，５０３，８００円 ３連単： ２，２８０，７５１，７００円 計： ５，３０７，６４５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ４５０円 � １，２７０円 枠 連（１－７） １，７００円

普通馬連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ２，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ３，３５０円 �� ６，５３０円

３ 連 複 ��� ３９，５４０円 ３ 連 単 ��� １５１，３７０円

票 数

単勝票数 差引計１６４０４０７（返還計 ２６） 的中 � ６０３１８７（１番人気）
複勝票数 差引計２０９３３１３（返還計 １２） 的中 � ６２６７４６（１番人気）� ９８０８４（６番人気）� ３０４５１（１３番人気）
枠連票数 差引計１５４２３８７（返還計 ７ ） 的中 （１－７） ６７３３６（６番人気）
普通馬連票数 差引計７８１５５１０（返還計 ３２８） 的中 �� ２８０６７６（６番人気）
馬単票数 差引計４７５０６２９（返還計 ２９４） 的中 �� １２８４１１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計２１５１６５７（返還計 ５４７） 的中 �� ５９８８７（６番人気）�� １５５３１（３４番人気）�� ７８８５（５２番人気）
３連複票数 差引計１０２７５０３８（返還計 ８４６） 的中 ��� １９１８１（９８番人気）
３連単票数 差引計２２８０７５１７（返還計 １８１３） 的中 ��� １１１２０（３８７番人気）

ハロンタイム １３．５―１２．０―１２．３―１２．７―１２．５―１２．８―１２．８―１３．３―１３．０―１２．３―１２．５―１２．４―１２．５―１２．１―１１．２―１２．１
―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� ２，４００�
１３．５―２５．５―３７．８―５０．５―１：０３．０―１：１５．８―１：２８．６―１：４１．９―１：５４．９―２：０７．２―２：１９．７―２：３２．１

２，６００� ２，８００� ３，０００� ３，２００�
―２：４４．６―２：５６．７―３：０７．９―３：２０．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フォゲッタブル �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１．１８ 京都５着

２００６．４．３生 牡４黒鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール １３戦４勝 賞金 ２３１，２７９，０００円
〔出走取消〕 ジャガーメイル号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 メイショウドンタク号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 ヒカルカザブエ号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（９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 エイシンフレンチ号
※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。



０３０７２ ２月１４日 曇 稍重 （２２東京１）第６日 第１２競走 ��
��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

６１２� カフェレジェンド 牡５青鹿５７ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５２２＋１０１：１８．０ ５．６�

１１ � エイシンアマデウス 牡４黒鹿５７ 横山 典弘平井 豊光氏 久保田貴士 米 John J Carey ５０２－１０ 〃 ハナ ３．２�
８１５ リバーアゲイン 牡５栗 ５７ 吉田 豊河越 武治氏 須貝 彦三 三石 沖田 忠幸 ４７２－ ４１：１８．２１� １６．９�
２４ トウカイポプリ 牝５青鹿５５ 後藤 浩輝内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 B４４８－１０１：１８．３	 ２０．７�
４８ � ギンザナイト 牡５栗 ５７ 武 豊齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane

Farms, Inc. ５００＋ ４ 〃 アタマ ３．５�
５１０ ゴールドエンデバー 牡４鹿 ５７ 二本柳 壮�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ５０２－ ２１：１８．５１� ２３．１�
１２ アプローズヒーロー 牡６鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４６２－ ４ 〃 クビ １４．３	
２３ ザシークレット 牡５芦 ５７ 江田 照男 
スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ５４０－１０１：１９．０３ ５７．３�
６１１ シルクイーグル 牡５鹿 ５７ 柄崎 将寿有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４９６＋ ２ 〃 ハナ ７．５�
３５ ソリッドラヴ 
８鹿 ５７ 大庭 和弥山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４８６＋１２１：１９．２１� ５８．２
４７ � ミスターレンチ 牡４栗 ５７ 幸 英明�ジェイアール 岩戸 孝樹 米

J&J Equine
Investments
Corp, L. C.

B５３８＋ ４１：１９．３� ５７．５�
７１４ ケイアイスウォード 牡５芦 ５７ 津村 明秀 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 静内 松田 三千雄 B５３８＋１２ 〃 ハナ ８６．０�
７１３ チャームウィーク 牝６鹿 ５５ 柴山 雄一タマモ� 清水 英克 静内 前田牧場 ５１６± ０１：２０．２５ １３３．１�
３６ � エスユーグランド 牡９鹿 ５７ 小林 淳一楳津 繁氏 高橋 祥泰 米 Nordic Thor-

oughbreds ４８０－ ６１：２０．６２� １７０．６�
８１６� ウエスタンビーバー 牡６鹿 ５７ 田中 勝春西川 賢氏 境 征勝 静内 北西牧場 ４９２＋ ６ 〃 アタマ ２９．５�
５９ � ゼネラルメデューム 牝６鹿 ５５ C．ルメール 田中 昇氏 堀 宣行 豪 Emirates

Park Pty Ltd ４４６＋１８１：２１．１３ ６０．１�
（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６０，８３４，７００円 複勝： ７１，５３４，７００円 枠連： ６５，４２８，６００円

普通馬連： ２１９，６４１，５００円 馬単： １３３，８５９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６７，０４２，２００円

３連複： ２４１，９６７，３００円 ３連単： ５０７，５８４，７００円 計： １，３６７，８９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２３０円 � １７０円 � ３６０円 枠 連（１－６） ５３０円

普通馬連 �� １，３２０円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� １，９８０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ７，５９０円 ３ 連 単 ��� ３６，４８０円

票 数

単勝票数 計 ６０８３４７ 的中 � ８６８０６（３番人気）
複勝票数 計 ７１５３４７ 的中 � ７９３５８（４番人気）� １４２０１４（１番人気）� ４３１４９（６番人気）
枠連票数 計 ６５４２８６ 的中 （１－６） ９２２９２（２番人気）
普通馬連票数 計２１９６４１５ 的中 �� １２３３５０（５番人気）
馬単票数 計１３３８５９８ 的中 �� ３３６１９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６７０４２２ 的中 �� ３４９１６（４番人気）�� ７９６２（２３番人気）�� １１９７５（１５番人気）
３連複票数 計２４１９６７３ 的中 ��� ２３５３１（２３番人気）
３連単票数 計５０７５８４７ 的中 ��� １０２７０（９６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．１―２９．９―４２．２―５３．９―１：０５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カフェレジェンド �
�
父 Cherokee Run �

�
母父 Gone West デビュー ２００７．１１．４ 東京８着

２００５．４．３生 牡５青鹿 母 Western Side 母母 North Sider １３戦４勝 賞金 ３７，７００，０００円
〔その他〕 ミスターレンチ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ミスターレンチ号は，平成２２年３月１４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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アイオブザキング号
※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。



（２２東京１）第６日 ２月１４日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８１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

２６５，９４０，０００円
７，３２０，０００円
１，８２０，０００円
２６，４３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，００５，０００円
５，５３９，４００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
５１９，６３２，７００円
７１６，９０４，０００円
４９１，１３５，４００円
１，９５０，８５９，８００円
１，２２８，０３７，７００円
５９１，７８２，５００円
２，３０７，２４０，７００円
４，６４８，７１７，９００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 １２，４５４，３１０，７００円

総入場人員 ３６，４１１名 （有料入場人員 ３５，４２８名）




