
０３０７３ ２月２０日 晴 稍重 （２２東京１）第７日 第１競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

５９ ダテノスイミー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４３４± ０１：２０．８ ３．３�

２３ アラヴォートル �３栗 ５６ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 浦河 丸村村下
ファーム B４５６－ ４１：２０．９� ６．６�

１２ ノボシャンパーニュ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 B４７８－ ６ 〃 ハナ ７．３�
４８ シングンデパーチャ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣伊坂 重憲氏 本間 忍 浦河 三枝牧場 ５１６＋ ２１：２１．２１� １１．７�
２４ ケイアイドリーム 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新ひだか 松田 三千雄 B４４６＋ ２１：２１．３� １７．７�
６１２ カツヨプリンセス 牝３鹿 ５４ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４４２－ ２ 〃 ハナ ２７４．３�
３６ ピンクデージー 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一野島 春男氏 田島 俊明 日高 野島牧場 ４９４± ０１：２１．４� ３８．５	
５１０ カ ミ ダ ノ ミ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ北側 雅司氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４９２＋ ８１：２１．８２� ２．７


（伊）

６１１ ラ ブ ル ビ ー 牝３栗 ５４ 江田 照男オールラブクラブ 南田美知雄 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４２４－ ６１：２２．２２� １７９．７�

３５ パノラマトウショウ 牝３鹿 ５４ 左海 誠二トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか 藤沢牧場 ４９４＋ ２ 〃 ハナ ５８．９�
（船橋）

８１６ ク ロ ヒ ョ ウ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲伊藤 工真吉澤 克己氏 矢野 英一 えりも 能登 浩 B４２２－ ８１：２２．５２ ９７．７

８１５ プルミエアムール 牝３鹿 ５４
５３ ☆丸田 恭介臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４０４－１２１：２２．８２ ３９．６�

７１４ サンタイコウ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４１８－１０ 〃 クビ １７５．９�
４７ ストロングレジーナ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人村木 篤氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 ４３４－ ４１：２３．８６ ７８．５�
７１３ ユウミホープ 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気相原 宏�氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４４６－ ６１：２４．３３ ２５．９�
１１ レイオブホープ 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司 �ワイ・アール・シー 郷原 洋行 新ひだか 三石橋本牧場 B４４６－ ４１：２６．１大差 ２０５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８２９，７００円 複勝： ３２，２７４，０００円 枠連： ２３，５１６，８００円

普通馬連： ６１，２５８，３００円 馬単： ４６，９７７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１８４，１００円

３連複： ８４，１０９，３００円 ３連単： １２６，５３９，２００円 計： ４２０，６８９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ２３０円 枠 連（２－５） ３７０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ４８０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，９２０円 ３ 連 単 ��� ８，５００円

票 数

単勝票数 計 １８８２９７ 的中 � ４５９２９（２番人気）
複勝票数 計 ３２２７４０ 的中 � ９８９３４（１番人気）� ３８４８６（３番人気）� ２８４７７（４番人気）
枠連票数 計 ２３５１６８ 的中 （２－５） ４７７７３（１番人気）
普通馬連票数 計 ６１２５８３ 的中 �� ４５３５７（２番人気）
馬単票数 計 ４６９７７８ 的中 �� １９９２０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１８４１ 的中 �� １９０４６（２番人気）�� １３８１４（４番人気）�� １０９４３（７番人気）
３連複票数 計 ８４１０９３ 的中 ��� ３２３６５（４番人気）
３連単票数 計１２６５３９２ 的中 ��� １０９９６（１５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．２―３０．１―４２．７―５５．４―１：０７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダテノスイミー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００９．９．２１ 阪神４着

２００７．３．３１生 牡３栗 母 アジュディケーター 母母 アロープリンセス ８戦１勝 賞金 １２，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レイオブホープ号は，平成２２年５月２０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 カシノアラベスク号・ダイキリー号
（非抽選馬） １頭 メジロバラク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０７４ ２月２０日 晴 稍重 （２２東京１）第７日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・左）

牝，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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

２４ ヒシイサベル 牝３鹿 ５４
５１ ▲丸山 元気阿部雅一郎氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４７８ ―１：２８．１ ７４．８�

８１６ マキノターコイズ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義小川 敏夫氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４６６ ―１：２８．３１ ５．３�
４７ トーセンママレード 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真島川 �哉氏 古賀 史生 新冠 オリエント牧場 ４２８ ―１：２８．４� ７．９�
６１１ ダイナミズム 牝３鹿 ５４ M．デムーロ吉田 和子氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０ ―１：２８．５� ３．８�
（伊）

５９ アンジェラスクイン 牝３栗 ５４ 伊藤 直人 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 浦河 金成吉田牧場 ４７４ ―１：２９．１３� ２０．９�
１２ ニンフェッタ 牝３栗 ５４

５１ ▲大江原 圭井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 日の出牧場 ４８４ ― 〃 クビ ５０．９	
２３ プレミアムカラー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人飯田 正剛氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４６０ ―１：２９．９５ １４．２

５１０ グラスミント 牝３芦 ５４ 小林 久晃半沢� 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ５００ ―１：３０．０� ２４．１�
６１２ フェスティヴレディ 牝３栗 ５４ 石橋 脩臼井義太郎氏 池上 昌弘 新冠 北星村田牧場 ４５０ ―１：３０．１クビ ５４．１�
３５ アリススプリングス 牝３栗 ５４ 田辺 裕信加藤 徹氏 松永 康利 新ひだか 本桐牧場 ４８２ ―１：３０．６３ １２０．１
８１５ マロンシュヴー 牝３栗 ５４ 柴山 雄一魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 碧雲牧場 ４７０ ―１：３１．１３ ５８．０�
３６ メランコリー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 中野 栄治 日高 前川 義則 ４８２ ―１：３１．５２� ３５．２�
７１３ タカオミレニアム 牝３鹿 ５４ 中舘 英二櫻井 登氏 矢作 芳人 新ひだか 寺越 政幸 ４４２ ―１：３１．７１� ９．６�
４８ ソングフライト 牝３栗 ５４ 武士沢友治藤田 在子氏 天間 昭一 新冠 村上 雅規 ４２６ ―１：３１．９１� １４５．８�
１１ チェイニーウォーク 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９２ ―１：３２．４３ ３．４�
７１４ ラブミーモア 牝３栗 ５４

５３ ☆丸田 恭介堀越 毅一氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４１４ ― 〃 アタマ １０２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０９３，０００円 複勝： ２３，１３３，９００円 枠連： １６，２９５，２００円

普通馬連： ５１，７３１，２００円 馬単： ３８，７９６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６４６，５００円

３連複： ６４，６７７，０００円 ３連単： ９５，５２４，４００円 計： ３２５，８９７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，４８０円 複 勝 � １，５３０円 � ２２０円 � ２２０円 枠 連（２－８） ２，８８０円

普通馬連 �� １９，３００円 馬 単 �� ７３，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，３００円 �� ５，５５０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ５９，６００円 ３ 連 単 ��� ６３５，１１０円

票 数

単勝票数 計 １６０９３０ 的中 � １６９７（１３番人気）
複勝票数 計 ２３１３３９ 的中 � ３０４８（１３番人気）� ３２２９０（３番人気）� ３１３６０（４番人気）
枠連票数 計 １６２９５２ 的中 （２－８） ４１８６（１５番人気）
普通馬連票数 計 ５１７３１２ 的中 �� １９７９（４５番人気）
馬単票数 計 ３８７９６４ 的中 �� ３９０（１１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６４６５ 的中 �� ７４８（５３番人気）�� ８５０（４７番人気）�� ５８４２（７番人気）
３連複票数 計 ６４６７７０ 的中 ��� ８０１（１４１番人気）
３連単票数 計 ９５５２４４ 的中 ��� １１１（１０９４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１２．５―１３．０―１３．１―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．７―３７．２―５０．２―１：０３．３―１：１５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシイサベル �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Ajdal 初出走

２００７．４．２４生 牝３鹿 母 ア ニ マ Ⅱ 母母 Cocotte １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 チェイニーウォーク号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 チェイニーウォーク号は，平成２２年３月２０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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アイティラブ号・アミューズ号・アンリミテッド号・ダイメイザクラ号・マスターロブスト号・リバーカクテル号
※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。



０３０７５ ２月２０日 晴 稍重 （２２東京１）第７日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１４ ノボプロジェクト 牡３栗 ５６ 藤田 伸二�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ５０６＋ ２１：３９．２ １．７�

６１１ マスターソムリエ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：３９．５２ ３．８�
７１３ レ オ ア ラ シ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ田中 博之氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 ４９４＋ ２１：４０．１３� １３．５�

（伊）

１１ ヒュースケン 牡３芦 ５６ 小林 淳一田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド ４８２± ０１：４０．７３� １４．４�
８１６ ウエスタンウェイブ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４５８－ ６１：４０．８� １１．４�
４８ ヒノモトイチバン 牡３栗 ５６ 四位 洋文坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４４２－１０１：４１．１２ ５６．０	
４７ トラストイチゲキ 牡３芦 ５６ 柴山 雄一菅波 雅巳氏 高橋 裕 えりも エクセルマネジメント B４５８＋ ８ 〃 クビ ９２．８

２３ エイダイボルト 牡３芦 ５６ 田中 勝春�東振牧場 武市 康男 むかわ 東振牧場 ４１２＋ ２１：４１．３１� ６５．８�
２４ メジロレイチェル 牝３栗 ５４ 高橋 智大�メジロ牧場 保田 一隆 洞爺湖 メジロ牧場 ４４６＋ ２１：４１．４� ２８１．８�
５１０ ラヴァリーボヌス 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎村中 徳広氏 伊藤 圭三 新冠 川上牧場 B４８８－ ４１：４１．５� １６９．２
５９ フォーリアル 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気�三好牧場 天間 昭一 浦河 三好牧場 ４２０＋ ２ 〃 アタマ ２４．０�
３５ フレアリングレッド �３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真山田 弘氏 古賀 史生 新冠 辻 和明 ４４８－ ２１：４１．６� ４８．７�
８１５ ホッカイアラカティ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二�北海牧場 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３２± ０ 〃 クビ ２４．４�
３６ タイセイローザ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前川 正美 B４５０－ ６ 〃 アタマ ２２１．５�
１２ キタサンアイドル 牡３黒鹿５６ 鈴来 直人�大野商事 嶋田 功 日高 古川 優 ４４２－ ６１：４１．７クビ ２８４．３�
６１２ ヤマニンピトレスク 牝３黒鹿５４ 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４３８＋ ４１：４２．５５ ２５４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，８５５，６００円 複勝： ６６，９６９，１００円 枠連： ２２，９２９，１００円

普通馬連： ６７，７３８，６００円 馬単： ６３，４５７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９０９，０００円

３連複： ８６，３９０，８００円 ３連単： １６４，６０７，１００円 計： ５３０，８５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（６－７） ２４０円

普通馬連 �� ２７０円 馬 単 �� ３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ３９０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ２，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２８８５５６ 的中 � １３５９６８（１番人気）
複勝票数 計 ６６９６９１ 的中 � ３７２７１５（１番人気）� １３５１３３（２番人気）� ３２１１１（４番人気）
枠連票数 計 ２２９２９１ 的中 （６－７） ７２６１６（１番人気）
普通馬連票数 計 ６７７３８６ 的中 �� １９０７５７（１番人気）
馬単票数 計 ６３４５７９ 的中 �� １３１９５８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９０９０ 的中 �� ７２５５０（１番人気）�� １５２４１（４番人気）�� １５４９６（３番人気）
３連複票数 計 ８６３９０８ 的中 ��� ６２８０１（３番人気）
３連単票数 計１６４６０７１ 的中 ��� ４８９７５（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３６．１―４８．８―１：０１．５―１：１３．９―１：２６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボプロジェクト �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１．１１ 中山失格（１位）

２００７．４．８生 牡３栗 母 ノボフラミンゴ 母母 アップヒルガール ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 イパルファン号・ヤブサメ号
（非抽選馬） ５頭 コスモクロッシング号・チャレンジフラッグ号・トウカイカレッジ号・マルターズカイト号・メジロクリントン号
※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。



０３０７６ ２月２０日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２２東京１）第７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

３４ � タ カ ラ ボ ス 牡６栗 ６０ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４４４± ０３：２１．７ ２．２�

２２ ジャストルーラー 牡４鹿 ５９ 穂苅 寿彦臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８８－ ６３：２１．９１� ８．１�
１１ � ド ゥ ー エ ン 牡５鹿 ６０ 南井 大志�大樹ファーム 白井 寿昭 米 EMF Brood-

mares２００４ ４５８＋ ２３：２２．９６ １１．８�
５８ タイキボナパルト 牡５鹿 ６０

５７ ▲草野 太郎�大樹ファーム 松山 将樹 三石 乾 皆雄 ５０４＋ ８ 〃 ハナ ６４．９�
４６ ケイズパステル 牝４栗 ５７ 五十嵐雄祐 IHR 菊川 正達 浦河 鮫川 啓一 ４５２± ０３：２６．３大差 ２５．９�
３３ � フェスティバルイヴ �５黒鹿６０ 高野 和馬前田 幸治氏 和田 正道 米 Brereton

C. Jones ４８４＋ ６３：２６．４� ４．２�
７１２ プラテアード 牡６芦 ６０ 横山 義行 �キャロットファーム 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム B５４０＋１４３：２７．２５ ５．４	
５７ エ ン セ ー 牡４鹿 ５９ 平沢 健治小林 薫氏 清水 美波 新冠 錦岡牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ６８．２

４５ ナスノマツカゼ 牡５栗 ６０

５７ ▲大江原 圭�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４６８± ０３：２８．０５ ２７．４�

６１０ ゴ ス ペ ル 牡５黒鹿６０ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 登別 登別上水牧場 B５１０± ０３：２８．２１� ９０．５
８１４ キチロクレナン 牡４鹿 ５９ 山本 康志山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 川越ファーム ４２８＋ ４３：３０．１大差 １０７．２�
７１１ ミスケンタッキー 牝４青鹿５７ 金子 光希 �ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 ４７０－ ４３：３３．０大差 １３３．４�
８１３� ガンバルライアン 牡６鹿 ６０ 石神 深一廣松 金次氏 境 征勝 豊浦 飯原牧場 ５２０＋２４３：３３．９５ １３２．３�
６９ � チョットゴメンナ �４黒鹿５９ 浜野谷憲尚加藤 信之氏 中野渡清一 日高 道見牧場 ５０６－ ４３：４０．６大差 ６０．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，１６３，５００円 複勝： ２４，８５９，４００円 枠連： １９，６５８，９００円

普通馬連： ４６，１２８，１００円 馬単： ４２，４７６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５５２，６００円

３連複： ６１，４２５，０００円 ３連単： １１６，８２９，８００円 計： ３４９，０９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ２１０円 枠 連（２－３） ５８０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ３７０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １，５５０円 ３ 連 単 ��� ４，９８０円

票 数

単勝票数 計 １９１６３５ 的中 � ７１８３７（１番人気）
複勝票数 計 ２４８５９４ 的中 � ９９１１２（１番人気）� ２４０６０（４番人気）� ２２６４２（５番人気）
枠連票数 計 １９６５８９ 的中 （２－３） ２５０７８（３番人気）
普通馬連票数 計 ４６１２８１ 的中 �� ４２８９４（３番人気）
馬単票数 計 ４２４７６２ 的中 �� ２５５９２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５５２６ 的中 �� １６４９９（２番人気）�� １２５４１（４番人気）�� ５４９８（９番人気）
３連複票数 計 ６１４２５０ 的中 ��� ２９３９３（４番人気）
３連単票数 計１１６８２９８ 的中 ��� １７３３１（１１番人気）

上り １マイル １：４７．４ ４F ５１．７－３F ３８．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�タ カ ラ ボ ス �
�
父 アメリカンボス �

�
母父 ジョリーズヘイロー

２００４．２．２８生 牡６栗 母 オオミーヘイロ 母母 オオミーアキノ 障害：６戦１勝 賞金 ２０，３００，０００円
地方デビュー ２００６．８．１５ 旭川

〔その他〕 ガンバルライアン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ガンバルライアン号は，平成２２年３月２０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。
（非抽選馬） １頭 オンワードシェルタ号



０３０７７ ２月２０日 晴 良 （２２東京１）第７日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３５ ブーケドロゼブルー 牝３青鹿５４ M．デムーロ �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４５０± ０１：３６．０ ９．３�
（伊）

８１４ ランダムトーク 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４４２－ ６１：３６．１� ３３．４�
８１５ プレタポルテ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�上山牧場 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４３２＋ ２１：３６．２� ３．６�
６１１ コスモカンタービレ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ４９４－ ８１：３６．３クビ １５．２�
７１２ ジュンノアスカ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４５８± ０１：３６．６２ ８９．６�
２３ � ユメユメユメ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 愛 Airlie Stud ５０２＋ ８ 〃 ハナ １２４．０	
５９ テンエイエスプリ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４５８＋ ４ 〃 アタマ ４１．１

２２ 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 ４２８－ ４１：３６．７� １５４．５�
７１３ ブランジェリーナ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：３６．８� ２．１�
４６ プリティーピュティ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �グリーンファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４３６－１２ 〃 クビ １３．０
１１ ホープフルメロディ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋ ８１：３６．９クビ ７．５�
３４ コスモローダンセ 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４１４± ０１：３７．２２ ２３５．０�
６１０ ピカンチラヴ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義小林けい子氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４１８－ ２１：３７．４１	 １０７．２�
５８ セイカペガサス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４４８－１０１：３７．６１	 ３７９．５�
４７ コスモグレイス 牝３黒鹿５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新ひだか 前田牧場 ４３２－ ２ （競走中止） ７７．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，０２１，６００円 複勝： ５０，５０９，６００円 枠連： ２５，４９６，７００円

普通馬連： ７７，５６６，５００円 馬単： ６７，０３４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，５４７，４００円

３連複： ９３，７７４，９００円 ３連単： １７２，６５９，０００円 計： ５５２，６１０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ３３０円 � ６１０円 � １５０円 枠 連（３－８） １，４００円

普通馬連 �� １１，２１０円 馬 単 �� ２０，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０９０円 �� ５００円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ８，９４０円 ３ 連 単 ��� ７４，０００円

票 数

単勝票数 計 ３２０２１６ 的中 � ２７３０３（４番人気）
複勝票数 計 ５０５０９６ 的中 � ３４７９３（４番人気）� １６５９９（７番人気）� １３０７７８（２番人気）
枠連票数 計 ２５４９６７ 的中 （３－８） １３４６８（６番人気）
普通馬連票数 計 ７７５６６５ 的中 �� ５１１０（２５番人気）
馬単票数 計 ６７０３４３ 的中 �� ２４０７（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３５４７４ 的中 �� ２５０１（２６番人気）�� １８１０５（２番人気）�� ８３６７（１０番人気）
３連複票数 計 ９３７７４９ 的中 ��� ７７４５（２５番人気）
３連単票数 計１７２６５９０ 的中 ��� １７２２（１８５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．１―４７．４―１：００．３―１：１１．８―１：２３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブーケドロゼブルー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００９．１１．７ 東京８着

２００７．４．２６生 牝３青鹿 母 イセノトウショウ 母母 マルミチーフ ５戦１勝 賞金 ８，３５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔競走中止〕 コスモグレイス号は，最後の直線コースで急に外側に逃避し，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔制裁〕 コスモグレイス号の騎手津村明秀は，最後の直線コースでの御法について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 コスモグレイス号は，最後の直線コースで急に外側に逃避したことについて平成２２年２月２１日から

平成２２年３月７日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
※出走取消馬 アブラハムダービー号（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。
（非当選馬） １頭 ユメノトキメキ号
※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。



０３０７８ ２月２０日 晴 良 （２２東京１）第７日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

６１１ ニシノマナザシ 牡３芦 ５６ 松岡 正海西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ４８４＋１０１：４８．５ ９．３�

２４ ユ ウ ガ ナ ル 牡３黒鹿５６ 小牧 太星野 壽市氏 手塚 貴久 新冠 小泉 学 ５２４＋ ６１：４８．７１ ９．５�
４８ コスモラピュタ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ６ 〃 クビ １８．７�
８１５ ドリームセーリング 牡３栗 ５６ 藤田 伸二セゾンレースホース� 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 B４６２＋ ２１：４８．８� ８．４�
１２ アルマトゥーラ 牡３芦 ５６ 北村 宏司コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４５８＋ ４１：４８．９クビ ２１．８�
５１０ ヒカルアカツキ 牡３青鹿５６ 木幡 初広高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４５８－ ２１：４９．１１� ６．３	
４７ フローリストライフ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３４± ０１：４９．３１� ３．５

３６ ゴートゥザミラノ 牡３青鹿５６ 中舘 英二嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 岡田牧場 ４６２＋１０１：４９．４� １８．１�
２３ モンテマツリ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５２２± ０ 〃 ハナ ５４．８�
５９ ニューコネクション 牡３栗 ５６ 江田 照男吉橋 計氏 石毛 善彦 新冠 新冠橋本牧場 ５１０＋１２１：４９．５� ２２０．５
７１４ バイブレイションズ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６８－ ２１：５１．３大差 ４４．０�
７１３ ポルトゥエンセ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４８６＋１２１：５１．４クビ ５．５�
１１ ケイビイスペンサー 牝３栗 ５４ 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 日高 山際 辰夫 ４６０－１２ 〃 クビ ３５８．８�
３５ アドマイヤファイン 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹近藤 利一氏 上原 博之 日高 シンコーファーム B４６０－ ４１：５２．８９ １１．０�
６１２ ノーブルビューティ 牝３鹿 ５４ 左海 誠二飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 ４６０－１４１：５４．５大差 ３４８．８�

（船橋）

８１６ ヴァンプランタン 牝３栗 ５４ 田中 博康田中 春美氏 鈴木 勝美 新ひだか 北海道静内農業高等学校 ４２８－１６３：０４．７大差 ４１２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，９９４，７００円 複勝： ４１，５６１，５００円 枠連： ２５，５２６，３００円

普通馬連： ８３，１２５，２００円 馬単： ５５，１５８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，５０７，７００円

３連複： ９６，７５８，８００円 ３連単： １４８，５５３，７００円 計： ５０８，１８５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ３３０円 � ２６０円 � ５００円 枠 連（２－６） ２，９５０円

普通馬連 �� ３，４１０円 馬 単 �� ６，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� ２，２８０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� １４，３３０円 ３ 連 単 ��� ７７，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２６９９４７ 的中 � ２３０８２（５番人気）
複勝票数 計 ４１５６１５ 的中 � ３３６５３（５番人気）� ４６５１５（４番人気）� ２００７５（９番人気）
枠連票数 計 ２５５２６３ 的中 （２－６） ６３８７（１４番人気）
普通馬連票数 計 ８３１２５２ 的中 �� １８０１８（１６番人気）
馬単票数 計 ５５１５８０ 的中 �� ６０９９（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０５０７７ 的中 �� ６８８５（１１番人気）�� ３２４６（３４番人気）�� ４８４３（２２番人気）
３連複票数 計 ９６７５８８ 的中 ��� ４９８４（５８番人気）
３連単票数 計１４８５５３７ 的中 ��� １４０８（２９９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３５．０―４７．０―５９．４―１：１２．０―１：２３．９―１：３５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．５

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノマナザシ �
�
父 セイウンスカイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２００９．７．１２ 阪神７着

２００７．３．１８生 牡３芦 母 ニシノアズール 母母 ニシノブルーライト ６戦１勝 賞金 １０，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔調教再審査〕 ヴァンプランタン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ヴァンプランタン号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドマイヤファイン号・ノーブルビューティ号は，平成２２年３月２０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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ウエスタンエルザ号
（非抽選馬） ３頭 アールディスタンス号・サトノジューオー号・ディアミクリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０７９ ２月２０日 晴 稍重 （２２東京１）第７日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１３ バ ル ー ン 牡３鹿 ５６
５５ ☆丸田 恭介白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４７０－ ８１：３９．３ ５．５�

８１５ ビレッジペガサス 牡３芦 ５６ 蛯名 正義村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ １６．５�
５８ ガ ン ド ッ グ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４６８± ０１：３９．５１� ５．０�
７１２ カ リ バ ー ン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム ４７８－１０ 〃 ハナ ４．１�
３４ フェバリットアワー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ４８６－１２１：３９．７１� ４７．０�
４７ ギャザーロージズ 牡３芦 ５６ 柴山 雄一吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２１：３９．９� ６．９�
３５ キ サ キ タ 牡３芦 ５６ 松岡 正海加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新ひだか 水丸牧場 ５４６＋ ２１：４０．５３� ３７．３	
５９ 	 ガッツボーイ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか グランド牧場 ４７８＋ ２１：４０．６� １９８．９

８１４
 エーシンリバティー 牝３栗 ５４ 小牧 太�栄進堂 沖 芳夫 米 Winches-

ter Farm ５１４－１６ 〃 アタマ ６．０�
４６ シルクターンベリー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４７２－ ２１：４０．７� ８．０
２３ ドリームザネクスト 牡３鹿 ５６

５３ ▲丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４７２± ０１：４０．８� ８８．５�
６１１ パブリックアフェア 牝３栗 ５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４３８－ ６１：４０．９クビ ５８．５�
１１ ツクバエンジェル 牝３鹿 ５４ 中舘 英二荻原 昭二氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８６＋ ４１：４１．１１ ２４．５�
６１０	 レディーキセキ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩宮崎 金造氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４２６± ０ 〃 クビ ８５．５�

（１４頭）
２２ コ コ カ ラ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２６，８２７，３００円 複勝： ４１，６４０，８００円 枠連： ２９，７７４，０００円

普通馬連： ８４，９７４，３００円 馬単： ５３，６６３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，５５４，６００円

３連複： ９２，９４７，８００円 ３連単： １４８，３１８，４００円 計： ５０９，７００，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １９０円 � ５５０円 � ２１０円 枠 連（７－８） ６４０円

普通馬連 �� ５，９４０円 馬 単 �� ９，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４２０円 �� ８２０円 �� ２，１２０円

３ 連 複 ��� １１，７３０円 ３ 連 単 ��� ７９，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２６８２７３ 的中 � ３８５２５（３番人気）
複勝票数 計 ４１６４０８ 的中 � ６５１６１（２番人気）� １６０３７（７番人気）� ５６０２４（４番人気）
枠連票数 計 ２９７７４０ 的中 （７－８） ３４６０５（２番人気）
普通馬連票数 計 ８４９７４３ 的中 �� １０５７３（１８番人気）
馬単票数 計 ５３６６３７ 的中 �� ４１４２（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１５５４６ 的中 �� ３１３８（２６番人気）�� ９９６４（１２番人気）�� ３６０１（２１番人気）
３連複票数 計 ９２９４７８ 的中 ��� ５８５２（３２番人気）
３連単票数 計１４８３１８４ 的中 ��� １３７８（２２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．５―４８．２―１：０１．３―１：１３．９―１：２６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３８．０
３ ・（３，５）６（４，８）７（１，１４）（１０，９，１２，１５）１３－１１ ４ ３（５，６）（４，８）７（１，１４）１２（９，１５）（１０，１３）１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バ ル ー ン �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ソウルオブザマター デビュー ２００９．１０．３１ 東京１着

２００７．３．１８生 牡３鹿 母 スイートソウル 母母 スイートイブン ５戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
〔出走取消〕 ココカラ号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 レディーキセキ号の騎手津村明秀は，第５競走での落馬負傷のため石橋脩に変更。
〔発走状況〕 ドリームザネクスト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ドリームザネクスト号は，発走調教再審査。
※出走取消馬 ミスタールイス号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アポロノサムライ号・ケージーキングオー号・コスモディエス号・スズカジェネラル号・メテオロロジスト号・

ロンギングスター号



０３０８０ ２月２０日 晴 稍重 （２２東京１）第７日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１６ ブラストヘッド 牡４鹿 ５７ 中舘 英二前田 幸治氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム B５００＋ ２１：３７．８ ４．８�

７１４ ザ ド ラ イ ブ 牡４栗 ５７ 北村 宏司 �千葉パブリックゴ
ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４６８± ０１：３８．３３ ２．８�

６１２ カズノロマン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義鈴木 可一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 ５１２± ０１：３８．６１� １２．８�
８１５ グラスブレイド 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥半沢� 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 ４６６＋ ４ 〃 ハナ ９０．６�
２３ マイネルビスタ 牡６栗 ５７ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 富本 茂喜 ４７６± ０ 〃 クビ ４２．５�
５１０ キングスリージョン 牡４栗 ５７ 田中 勝春吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：３８．７� １１．９	
３５ シルクエンデバー 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ５０２± ０１：３８．９１� １１．８

４８ ウィニングトリック 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 B４６０＋ ６１：３９．０� ３８．２�
５９ ロトスカイブルー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４８８－ ２１：３９．１クビ ６．７�
４７ 	 ラプターストーム 牡４栗 ５７ 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 ５２６＋ ２ 〃 クビ ５７．４
７１３ マルターズスクープ 牡５栗 ５７ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 門別 天羽 禮治 ５１６＋１０１：３９．４１� ７８．４�
２４ シルキーチーフ 牡５栗 ５７

５４ ▲丸山 元気有限会社シルク成島 英春 新冠 武田 修一 ４６０－ ２１：４０．２５ ２７５．１�
１１ 
 リ ヴ ザ ル ト 牡５黒鹿５７ M．デムーロ里見 治氏 堀 宣行 豪 Mr T Jarvis ５６６± ０１：４１．３７ ５．６�

（伊）

１２ 
	 グローリータンゴ 牡４栗 ５６ 横山 義行榮 義則氏 森 秀行 亜 De la Pomme ４７２＋１０１：４１．９３� ２０１．５�
３６ ティアップメキラ 牡４鹿 ５７ 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 三石 山際牧場 B４７４－ ６１：４２．１１� １３８．９�
６１１	 アメリカンアイドル 牡５栗 ５７ 小野 次郎松本 俊廣氏 土田 稔 新冠 北星村田牧場 ４５２－ ３１：４３．２７ １１１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７１６，５００円 複勝： ４４，６０２，１００円 枠連： ２６，０１９，７００円

普通馬連： ９１，９４６，１００円 馬単： ５７，５１０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，２３９，９００円

３連複： １０２，２８０，４００円 ３連単： １６８，７２４，４００円 計： ５５１，０３９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � ２７０円 枠 連（７－８） ５５０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，０８０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ２，８８０円 ３ 連 単 ��� １２，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２７７１６５ 的中 � ４５６１３（２番人気）
複勝票数 計 ４４６０２１ 的中 � ６３３８５（２番人気）� １３４１８７（１番人気）� ３１６１４（６番人気）
枠連票数 計 ２６０１９７ 的中 （７－８） ３５３８２（２番人気）
普通馬連票数 計 ９１９４６１ 的中 �� １０４１０１（１番人気）
馬単票数 計 ５７５１０５ 的中 �� ２６６６６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２２３９９ 的中 �� ２８７７９（２番人気）�� ６７４８（１４番人気）�� １１８７４（７番人気）
３連複票数 計１０２２８０４ 的中 ��� ２６２１３（８番人気）
３連単票数 計１６８７２４４ 的中 ��� ９５８８（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３５．９―４８．２―１：００．６―１：１２．７―１：２５．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラストヘッド �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．３．１４ 中山１４着

２００６．２．９生 牡４鹿 母 ディアボレッサ 母母 デビルズブライド １１戦２勝 賞金 １９，０９０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アメリカンアイドル号は，平成２２年３月２０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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 ウインリスペクト号・エフケーアスコット号・エフティレガシー号・ナパ号・ハピネスフォーユー号
※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。



０３０８１ ２月２０日 晴 良 （２２東京１）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

ち ょ う ふ

調 布 特 別
発走１４時３５分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

８１４ エオリアンハープ 牝４栗 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２２：００．４ ３．８�

１１ ヒシセンチュリー 牡４栗 ５６ 松岡 正海阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ５０８＋ ４２：００．６１� ５．１�
５８ フェニコーン 牡６黒鹿５７ 藤田 伸二齊藤四方司氏 河野 通文 門別 下河辺牧場 ５１４＋ ２２：００．７� ５．３�
６９ イケドラゴン 牡５栗 ５７ 柴田 善臣池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５３６－１６２：００．８クビ １６．４�
８１３	
 ダイワオージー 牡６鹿 ５７ 左海 誠二大城 敬三氏 嶋田 功 豪 Katom, Chel-

ston Ireland Ltd ５２４－ ４２：００．９� ８．９�
（船橋）

２２ テクニカルラン 牝４鹿 ５４ M．デムーロ吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４２８－ ２ 〃 アタマ ５．９�
（伊）

３４ エイシンフレンチ 牡５栗 ５７ 中舘 英二平井 豊光氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B５１８＋ ４２：０１．２２ ２９．８	

５７ マイネエアウエイ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４０± ０ 〃 クビ １８３．２�

４６ アマミスウィフト 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４５６± ０２：０１．３� １３５．４�
７１１
 ミッキーミラクル 牡５鹿 ５７ 北村 宏司野田みづき氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５４６－ ２２：０１．５１� ９．０
４５ ラヴォランテ �５青鹿５７ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 後藤 由之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２＋１４２：０１．６クビ ２２．４�
６１０	 ヒシパーフェクト 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.

Nichols ４６８－ ６２：０１．７� ２３．２�
７１２ ダークエンジェル 牝５黒鹿５５ 小牧 太吉田 勝己氏 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４２８－ ６２：０１．９１� ５４．６�
３３ クリノアドベンチャ 牡６黒鹿５７ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 春木 昭雄 ４６８－ ２２：０２．６４ ２１３．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３２，８４３，１００円 複勝： ５５，１５６，１００円 枠連： ３３，０８７，４００円

普通馬連： １４１，７３５，８００円 馬単： ８５，２８６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，９６４，３００円

３連複： １５６，０８７，１００円 ３連単： ２７４，８７４，９００円 計： ８２０，０３４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（１－８） ８１０円

普通馬連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ３５０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� ９，８８０円

票 数

単勝票数 計 ３２８４３１ 的中 � ６９２８８（１番人気）
複勝票数 計 ５５１５６１ 的中 � １２４９１５（１番人気）� ７４７８４（３番人気）� ８７６１１（２番人気）
枠連票数 計 ３３０８７４ 的中 （１－８） ３０２５７（３番人気）
普通馬連票数 計１４１７３５８ 的中 �� ８４１３２（３番人気）
馬単票数 計 ８５２８６２ 的中 �� ２８２６４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０９６４３ 的中 �� １９１８５（４番人気）�� ３１４５０（１番人気）�� １６３７３（８番人気）
３連複票数 計１５６０８７１ 的中 ��� ５５７４５（２番人気）
３連単票数 計２７４８７４９ 的中 ��� ２０５４４（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．６―３６．３―４８．５―１：００．７―１：１３．０―１：２５．３―１：３６．５―１：４８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．１

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

勝馬の
紹 介

エオリアンハープ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．８ 東京１１着

２００６．１．２９生 牝４栗 母 エアウイングス 母母 シークレットシェアラー １１戦３勝 賞金 ５４，２５６，０００円
〔騎手変更〕 マイネエアウエイ号の騎手津村明秀は，第５競走での落馬負傷のため石橋脩に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 クリノポップコーン号・ダンシングボーイ号・トーセンマーチ号・ミヤビベガ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０８２ ２月２０日 晴 良 （２２東京１）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�アメジストステークス

発走１５時１０分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２１．２．２１以降２２．２．１４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 ３，６００，０００
３，６００，０００

円
円 １，７８０，０００円

付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 １８，０００
１８，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

４４ シャインモーメント 牡５栗 ５５ 田中 勝春�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８４－ ２２：００．６ ８．８�

８９ セタガヤフラッグ 牡７鹿 ５５ 藤田 伸二千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６４＋ ６２：００．９２ ２８．２�
３３ スノークラッシャー 牡５栃栗５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４４４＋ ４ 〃 アタマ ３．０�
６６ スペシャルフロート 牝６鹿 ５０ 草野 太郎吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B４６２＋ ６ 〃 同着 ３９．３�
７７ リ コ リ ス 牝４鹿 ５３ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４９０－ ６２：０１．１１ ４．３�
７８ ベルベットロード 牡４栗 ５６ M．デムーロ �ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４９６＋１６２：０１．２� ３．８�

（伊）

１１ チョウサンデイ 牡５鹿 ５６ 中舘 英二丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 浦河 草薙 利昭 ４８２－１４２：０１．３� ２１．４	
２２ コスモピロリ 牡６鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 清水 利章 浦河 モトスファーム ５２０－ ８２：０１．５１� ２８．３

８１０ ダイレクトキャッチ 牡６黒鹿５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 村山 明 追分 追分ファーム ４９０－ ８２：０１．６� ６．７�
５５ カイシュウタキオン 牡７栗 ５５ 北村 宏司飯村 孝男氏 田中 清隆 静内 矢野牧場 ５００－ ４２：０１．９２ ６７．０�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３８，８７７，６００円 複勝： ５２，４０８，９００円 枠連： ３４，８４６，４００円

普通馬連： １３９，６５３，４００円 馬単： １０１，７９２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，１１２，３００円

３連複： １４７，９３９，６００円 ３連単： ３７４，０３７，６００円 計： ９２８，６６８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２００円 � ４６０円 �
�

１３０円
６９０円 枠 連（４－８） ３，０４０円

普通馬連 �� １０，４９０円 馬 単 �� １９，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 ��

��
３００円
２，５２０円

��
��

６３０円
３，４１０円

３ 連 複 ���
���

３，８３０円
４５，２４０円 ３ 連 単 ���

���
４０，８１０円
２９９，８１０円

票 数

単勝票数 計 ３８８７７６ 的中 � ３４８９８（５番人気）
複勝票数 計 ５２４０８９ 的中 �

�
５１７５７
１０４８６

（４番人気）
（９番人気）

� １６７３９（８番人気）� １３２３９９（１番人気）

枠連票数 計 ３４８４６４ 的中 （４－８） ８４８５（９番人気）
普通馬連票数 計１３９６５３４ 的中 �� ９８２９（２６番人気）
馬単票数 計１０１７９２２ 的中 �� ３９０２（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９１１２３ 的中 ��

��
４００６
９３４２
（２６番人気）
（１１番人気）

��
��

２２９３６
１５５５
（５番人気）
（４０番人気）

�� ２１２０（３４番人気）

３連複票数 計１４７９３９６ 的中 ��� １４３９５（２４番人気）��� １１９６（１０３番人気）
３連単票数 計３７４０３７６ 的中 ��� ３３８５（２０４番人気） ��� ４６０（５７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．４―３６．３―４８．５―１：０１．０―１：１３．４―１：２５．４―１：３６．６―１：４８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．２

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

勝馬の
紹 介

シャインモーメント 
�
父 キングヘイロー 

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１２．１５ 阪神５着

２００５．３．２３生 牡５栗 母 キョウワグレイス 母母 エールノコイビト ２４戦５勝 賞金 ８０，５１７，０００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。



０３０８３ ２月２０日 晴 良 （２２東京１）第７日 第１１競走 ��
��１，６００�第４５回デイリー杯クイーンカップ（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
２，０００万円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

デイリースポーツ社賞（１着）
賞 品

本 賞 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００円
付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

５９ アプリコットフィズ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４３０± ０１：３４．４ ２．２�

５１０ プリンセスメモリー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ３９４－ ４１：３４．７２ ６１．０�
１１ テイラーバートン 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６４－ ６１：３４．９� ４．１�
２３ トーセンフリージア 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４９２＋ ８ 〃 アタマ １２０．５�
３５ ブルーミングアレー 牝３鹿 ５４ M．デムーロ �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：３５．２１� ５．２�

（伊）

３６ シャルルヴォア 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ２１：３５．４１ ２５．９	
８１５ ギンザボナンザ 牝３青 ５４ 北村 宏司有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５４± ０１：３５．６１	 ６．８

７１４
 プリマビスティー 牝３鹿 ５４ 左海 誠二備前島敏子氏 岡林 光浩 浦河 伏木田牧場 ４３６－ １ 〃 クビ １６８．２�

（船橋） （船橋）

８１６ イイデサンドラ 牝３芦 ５４ 田中 勝春 �アールエスエーカントリ河野 通文 新冠 山岡ファーム ４４２± ０１：３５．７クビ ２６．１
２４ カホマックス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋ ２ 〃 クビ ２１．８�
４７ メイショウスズラン 牝３栗 ５４ 藤田 伸二松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ４６０－ ８１：３６．０２＋クビ ３６．９�
６１２� ビービーエーディン 牝３栗 ５４ 吉田 隼人�坂東牧場 久保田貴士 新冠 芳住 革二 ４６６± ０ （降着） １１６．７�
７１３ オルレアンノオトメ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 ４５２＋１２１：３６．２１ ５６．５�
１２ ウネントリッヒ 牝３栗 ５４ 的場 勇人宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４４２＋ ２１：３６．３� ２７３．８�
６１１ ラジャポネーズ 牝３鹿 ５４ 田中 博康�ミルファーム 伊藤 大士 日高 正和山本牧場 ４２８－ ２１：３６．５１	 ２５９．８�
４８ マイネノーブレス 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 的場牧場 ４２４± ０１：３６．７１	 １４２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０１，５６０，９００円 複勝： １３４，６４５，６００円 枠連： ８４，２２０，２００円

普通馬連： ４５１，８８９，９００円 馬単： ２９３，５５８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２２，４９４，４００円

３連複： ５１８，１７７，１００円 ３連単： １，２０４，７５９，１００円 計： ２，９１１，３０６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ８１０円 � １７０円 枠 連（５－５） ６，０４０円

普通馬連 �� ６，２４０円 馬 単 �� ９，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６３０円 �� ２２０円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� ６，９７０円 ３ 連 単 ��� ４５，０２０円

票 数

単勝票数 計１０１５６０９ 的中 � ３６５７７５（１番人気）
複勝票数 計１３４６４５６ 的中 � ４８１７６２（１番人気）� ２４２２３（１０番人気）� ２０６７８９（２番人気）
枠連票数 計 ８４２２０２ 的中 （５－５） １０３００（１９番人気）
普通馬連票数 計４５１８８９９ 的中 �� ５３５０６（１７番人気）
馬単票数 計２９３５５８８ 的中 �� ２３９８３（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２２４９４４ 的中 �� １６１８４（１８番人気）�� １８１４００（１番人気）�� ９５７３（２５番人気）
３連複票数 計５１８１７７１ 的中 ��� ５４９０８（２２番人気）
３連単票数 計１２０４７５９１ 的中 ��� １９７５０（１１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．０―４７．１―５９．２―１：１０．９―１：２２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アプリコットフィズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．７ 東京１着

２００７．１．２６生 牝３黒鹿 母 マンハッタンフィズ 母母 サトルチェンジ ３戦２勝 賞金 ５９，７７９，０００円
〔騎手変更〕 メイショウスズラン号の騎手津村明秀は，第５競走での落馬負傷のため藤田伸二に変更。
〔降着〕 ビービーエーディン号は，１１位〔タイム１分３６秒０，着差２馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「メイショウスズラン」号の走行を妨害したため１２着に降着。（その他１４番への進路影響）
〔制裁〕 ビービーエーディン号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２２年２月２７日から

平成２２年３月７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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アンシェルブルー号・オウケンサクラ号・スマイルプライズ号・ダンシングマオ号・ナムラフェアリ号・

フィールマイハート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０８４ ２月２０日 晴 良 （２２東京１）第７日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１３ オウロプレット 牡４青鹿５７ 蛯名 正義 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８６＋ ４１：３７．６ ６．４�

３５ アイノレグルス 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹馬場 �晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４６０－ ２ 〃 アタマ ２２．９�
５１０ ジョーメテオ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５０２－１２１：３７．７クビ ５．５�
６１２ アンヴェイル 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８－ ４１：３７．８� ５．３�
３６ � ジェンティリティー 	５栗 ５７

５４ ▲丸山 元気前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１８－１８１：３８．１２ １０１．６�
５９ ランフォルセ 牡４青鹿５７ 藤田 伸二 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４７２± ０１：３８．３１
 ２．６�
４７ サクラマジェスティ 牡７栗 ５７ 田中 博康	さくらコマース田中 清隆 静内 谷岡牧場 ４８８± ０１：３８．４クビ ５７．７

１１ � キャプテンルビー 牡５芦 ５７ 村田 一誠�ターフ・スポート佐々木亜良 三石 ダイイチ牧場 B４８０± ０１：３８．７２ ４５．９�
４８ アドマイヤマントル 牡７鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真近藤 利一氏 古賀 史生 静内（有）下河辺トレー
ニングセンター B５１４－ ２１：３８．８クビ ４６．７�

１２ ナ リ タ ベ ガ 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一	オースミ 藤沢 則雄 白老 白老ファーム B５０８－ ８ 〃 クビ ２６３．５
２３ テンザンモビール 牡７黒鹿５７ 吉田 隼人平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 B５００＋ ４１：３８．９� １０６．０�
６１１ エイダイハリケーン 牡４芦 ５７ 江田 照男�東振牧場 武市 康男 むかわ 東振牧場 ４６０－ ５１：３９．２１� １３６．０�
８１６ リアルヴィクトリー 牡５鹿 ５７ 北村 宏司杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８４＋１０１：３９．４１ ５８．２�
８１５ オールフォーミー 牝５鹿 ５５ M．デムーロ 有限会社シルク勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４７４＋ ４ 〃 アタマ ８．３�

（伊）

７１４ シルクプレスト 	６鹿 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク星野 忍 早来 ノーザンファーム ５１６－ ４１：４０．０３� ２３．５�
２４ � トーセンマンボ 牡７鹿 ５７ 西田雄一郎島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５４４＋ ２１：４１．０６ ３２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，４５４，６００円 複勝： ７６，８９７，５００円 枠連： ５６，４１７，２００円

普通馬連： ２１８，７０７，９００円 馬単： １２８，６９０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６６，３１８，７００円

３連複： ２３６，７３４，９００円 ３連単： ４８８，７４２，５００円 計： １，３２６，９６３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２５０円 � ５８０円 � ２４０円 枠 連（３－７） ４，８９０円

普通馬連 �� ８，２５０円 馬 単 �� １２，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１６０円 �� ８００円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� １５，７９０円 ３ 連 単 ��� ９８，２１０円

票 数

単勝票数 計 ５４４５４６ 的中 � ６７２１３（４番人気）
複勝票数 計 ７６８９７５ 的中 � ８９５８２（４番人気）� ２９８４３（７番人気）� ９２０４４（３番人気）
枠連票数 計 ５６４１７２ 的中 （３－７） ８５２５（１３番人気）
普通馬連票数 計２１８７０７９ 的中 �� １９５７１（２１番人気）
馬単票数 計１２８６９００ 的中 �� ７８２０（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６６３１８７ 的中 �� ７４１７（２１番人気）�� ２１３８３（６番人気）�� ６９５１（２２番人気）
３連複票数 計２３６７３４９ 的中 ��� １１０６８（４６番人気）
３連単票数 計４８８７４２５ 的中 ��� ３６７３（２６７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．３―１２．２―１２．７―１２．５―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３４．８―４７．０―５９．７―１：１２．２―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オウロプレット �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１．３１ 東京１着

２００６．２．１２生 牡４青鹿 母 サルヴァドール 母母 カ リ テ ィ バ ８戦３勝 賞金 ３７，９９８，０００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） ４頭 エーシントゥルボー号・カムレーシング号・コスモフォース号・セイウンマル号
（非抽選馬） ２頭 チャリティショウ号・リスペクトキャット号
※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。



（２２東京１）第７日 ２月２０日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

２４６，５３０，０００円
８，５２０，０００円
１２，１７０，０００円
１，７４１，０００円
２４，４１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，０６４，０００円
５，５５７，８００円
１，７７２，１００円

勝馬投票券売得金
４２４，２３８，１００円
６４４，６５８，５００円
３９７，７８７，９００円
１，５１６，４５５，３００円
１，０３４，４０２，０００円
４９２，０３１，５００円
１，７４１，３０２，７００円
３，４８４，１７０，１００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ９，７３５，０４６，１００円

総入場人員 ３３，３８１名 （有料入場人員 ３２，３７７名）




