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０３０３７ ２月６日 曇 良 （２３東京１）第４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）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

６１１ サマーダリア 牝３鹿 ５４ 石橋 脩セゾンレースホース� 伊藤 大士 浦河 惣田 英幸 ４８８＋３４１：２８．９ ３５．２�

５１０ ツクバオトメ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４６０－１２１：２９．１１� ３０．０�
７１４ プリンセスドリーム 牝３栗 ５４ 田中 勝春杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ４６６＋１０１：２９．３１ ９．９�
５９ レインボーデイズ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�ターフ・スポート鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４１６± ０１：２９．４� ８．８�
３５ インプレッシヴ 牝３青鹿５４ 横山 典弘長井 純一氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４４８－ ４ 〃 ハナ ７．０�
２４ ス ナ ン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 安藤牧場 ４４６－ ４ 〃 アタマ ７．７	
４８ ショウナンランパス 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優国本 哲秀氏 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４１６＋ ２１：２９．５� ３１１．５


８１６ シルクアイリス 牝３黒鹿５４ 内田 博幸有限会社シルク上原 博之 浦河 杵臼牧場 ４５６＋ ２１：３０．１３� ２．５�
１１ ファインセンス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司飯田 正剛氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４０６＋ ２１：３０．２� ２２．９�
２３ スイートコリーヌ 牝３黒鹿５４ 北村 友一和田 啓子氏 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４５２－ ４１：３０．５１� ９２．０
８１５ ニシノカーリー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４１４＋ ８１：３０．７１� １７．４�
４７ マックスファイヤー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新ひだか 松田牧場 ４６４＋ ２１：３１．０２ ７．３�
１２ クニノガンバレー 牝３栗 ５４ 小牧 太�亀農園 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４２４ ―１：３１．１クビ １０９．０�
３６ コスモロングロード 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 清水 利章 清水 小野瀬 晃司 ４８２＋ ６１：３１．２� ２９．７�
７１３ ハーベストガーデン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝村山 忠弘氏 根本 康広 新ひだか 村上牧場 ４７４－１４１：３２．６９ ２０４．８�
６１２ ミルキーマム 牝３青鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 徳本 幸雄 ４５０－ ６１：３３．７７ ６４０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５５３，４００円 複勝： ３８，０７６，９００円 枠連： １７，４８６，３００円

普通馬連： ６５，４６７，７００円 馬単： ４２，２８７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０６６，５００円

３連複： ８７，２７２，１００円 ３連単： １２４，６４７，９００円 計： ４２３，８５８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５２０円 複 勝 � １，０７０円 � ７９０円 � ３５０円 枠 連（５－６） １４，７２０円

普通馬連 �� ５０，１８０円 馬 単 �� １１０，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，６７０円 �� ３，９７０円 �� ３，８１０円

３ 連 複 ��� １４０，３２０円 ３ 連 単 ��� １，３１４，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２０５５３４ 的中 � ４６０３（１１番人気）
複勝票数 計 ３８０７６９ 的中 � ８７４２（１１番人気）� １２１７４（１０番人気）� ３２４３０（６番人気）
枠連票数 計 １７４８６３ 的中 （５－６） ８７７（２８番人気）
普通馬連票数 計 ６５４６７７ 的中 �� ９６３（６９番人気）
馬単票数 計 ４２２８７９ 的中 �� ２８２（１３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０６６５ 的中 �� ６４２（６７番人気）�� １７４６（４７番人気）�� １８２３（４６番人気）
３連複票数 計 ８７２７２１ 的中 ��� ４５９（２２１番人気）
３連単票数 計１２４６４７９ 的中 ��� ７０（１４４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３６．４―４９．８―１：０２．９―１：１５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．５―３F３９．１
３ １５，１６（６，７，１３）（４，１４）５（１，１１）３（８，１２）－９（２，１０） ４ １５，１６（６，７，１３）（４，１４）（１，５）１１，３（８，１２）（９，１０）２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サマーダリア �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．６．２７ 函館５着

２００８．４．２４生 牝３鹿 母 アメイジング 母母 イブキロングラン ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円

０３０３８ ２月６日 曇 良 （２３東京１）第４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

８１６ ライジングエース 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成佐々木 力氏 手塚 貴久 新ひだか タイヘイ牧場 ５０４－ ６２：１８．２ ７．１�

７１４ ヒラボクラッキー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝�平田牧場 土田 稔 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４ 〃 クビ ４．１�
４７ コスモソユーズ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ４８０± ０２：１８．６２� ３．９�
５１０ ベストオブケン 牡３黒鹿５６ 吉田 豊中西 健造氏 清水 英克 新冠 川上牧場 ４７４± ０２：１８．８１� ４．９�
６１１ オ ー ビ ッ ト 牡３芦 ５６ 北村 宏司水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ５１８＋ ２２：１９．１１� ４１．２�
２４ フォレストリーダー 牡３栗 ５６ 的場 勇人小野 博郷氏 伊藤 大士 新冠 赤石 久夫 ４７２± ０２：１９．２� １０．１	
７１３ アラビアンザサン 牡３鹿 ５６ U．リスポリ吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 大城 康伸 B４６８－ ２ 〃 クビ ７．８


（伊）

６１２ ニシノラプター 牡３栗 ５６ 津村 明秀西山 茂行氏 高橋 祥泰 むかわ 西山牧場 ４６０－ ６ 〃 アタマ １１６．６�
１１ ストリングビーン 牝３栗 ５４ 横山 典弘小山 豊氏 伊藤 伸一 新ひだか マルショウ牧場 ４５６＋ ２２：１９．４１ ４４．６�
２３ コスモキズナ 牡３鹿 ５６ F．ベリー �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新ひだか 中田 英樹 ４７８－ ４２：２０．９９ ８８．２

（愛）

８１５ アサクサアクセル 牡３栗 ５６ 北村 友一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５６± ０ 〃 ハナ ２２．０�
４８ ダーバンシチー 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 ４８４± ０２：２１．０� ５７．５�
５９ グラッドフォンテン 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優吉橋 計氏 石毛 善彦 浦河 山田牧場 ４７０＋ ２２：２１．７４ ４２４．８�
１２ ウインイマジン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�ウイン 久保田貴士 日高 オリオンファーム ４６６－ ２ 〃 クビ １３６．６�
３６ コスモティーピー 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田牧場 ４９８± ０２：２２．３３� ４８１．４�
３５ シャトルベクター 牡３青鹿５６ 石橋 脩加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ５０４＋ ２２：２４．０大差 ２４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４０９，６００円 複勝： ３４，４４９，２００円 枠連： １６，５９８，９００円

普通馬連： ５７，２９０，０００円 馬単： ３４，６７１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２９４，６００円

３連複： ７０，３７８，６００円 ３連単： １０１，２３５，１００円 計： ３５５，３２７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２３０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（７－８） ６４０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ５６０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 ��� １０，１３０円

票 数

単勝票数 計 １７４０９６ 的中 � １９４７２（４番人気）
複勝票数 計 ３４４４９２ 的中 � ３３９６５（４番人気）� ６４７４４（２番人気）� ６６９６８（１番人気）
枠連票数 計 １６５９８９ 的中 （７－８） １９２７９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５７２９００ 的中 �� ２９３２２（５番人気）
馬単票数 計 ３４６７１２ 的中 �� ８７８２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２９４６ 的中 �� ９６８７（６番人気）�� １００４２（４番人気）�� １７６７１（１番人気）
３連複票数 計 ７０３７８６ 的中 ��� ３２８７８（２番人気）
３連単票数 計１０１２３５１ 的中 ��� ７３７６（１４番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．９―１２．９―１３．６―１３．９―１４．４―１３．１―１２．９―１２．８―１２．５―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１９．０―３１．９―４５．５―５９．４―１：１３．８―１：２６．９―１：３９．８―１：５２．６―２：０５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．４
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ライジングエース �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Woodman デビュー ２０１０．１１．６ 東京８着

２００８．５．１生 牡３鹿 母 フ ジ ャ ブ 母母 Winters’ Love 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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アールシネマスタア号・ダーリブ号・ヤマニンクラバット号
（非抽選馬） ２頭 クリーンイメージ号・メイショウオオトネ号
※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。

第１回　東京競馬　第４日



０３０３９ ２月６日 曇 良 （２３東京１）第４日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （ダート・左）

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

８１６ ケイアイアポロン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田牧場 ５１８－１０１：４１．１ ３．９�

６１１ サトノピースピース 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５１０－ ２１：４１．４１� ２．８�
１２ グランデスバル 牡３栗 ５６ U．リスポリ �グランデオーナーズ 勢司 和浩 浦河 鵜木 唯義 ４６０－ ４ 〃 クビ ７．３�

（伊）

４８ ニシノジャブラニ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 B４７４－ ２１：４１．５� ７．１�
７１４ ビッグスナイパー 牡３青鹿５６ 三浦 皇成平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 ４９０＋ ６１：４１．９２� １２．８�
４７ マイネルクォンタム 牡３栃栗５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 河野 通文 新ひだか 城地 清満 ４７２－ ２ 〃 クビ １３７．８�
２３ スガノテシオ 牡３黒鹿５６ A．クラストゥス 	テシオ 矢野 英一 日高 サンシャイン

牧場 B４８０＋ ８１：４２．０クビ ９．１

（仏）

１１ ホワイトホープ 牡３芦 ５６ 吉田 豊吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ４１：４２．３１� １９．２�
２４ ベルウッドショット 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 飯岡牧場 ４７０＋ ４ 〃 ハナ ８３．９�
５９ ハンセンロード 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣田島榮二郎氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 ４８０－１０ 〃 クビ ８８．６
３５ ゴールドウォッチ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム ４５６± ０ 〃 アタマ ３３７．６�
８１５ イ キ ナ ヤ ツ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 ４７２± ０１：４２．５１� １８．１�
７１３ ホッカイサイモン 牡３鹿 ５６ 北村 友一	北海牧場 田中 清隆 平取 高橋 幸男 ４６６－ ２１：４３．５６ ２０８．６�
６１２ オメガオンリーユー 牡３青鹿５６ 松岡 正海原 �子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ５００－ ６１：４３．６クビ ３３．８�
５１０ コスモリンゴスキー 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 新井 昭二 ５５０＋３０１：４３．９１� ２８５．９�

（１５頭）
３６ トラストロック 牡３鹿 ５６ F．ベリー 大八木信行氏 平田 修 新冠 石田牧場 ― （出走取消）

（愛）

売 得 金

単勝： ２６，３０１，８００円 複勝： ４４，６３５，３００円 枠連： １８，３９８，５００円

普通馬連： ７１，１２０，３００円 馬単： ４３，３９７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，４１０，８００円

３連複： ８８，１１４，７００円 ３連単： １３１，１４６，８００円 計： ４５２，５２５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � ２６０円 枠 連（６－８） ４４０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� １，０１０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ２，２００円 ３ 連 単 ��� ９，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２６３０１８ 的中 � ５４２３２（２番人気）
複勝票数 計 ４４６３５３ 的中 � ６２２６３（２番人気）� １３００６９（１番人気）� ３４６１１（６番人気）
枠連票数 計 １８３９８５ 的中 （６－８） ３１１１７（１番人気）
普通馬連票数 計 ７１１２０３ 的中 �� ７２３８０（１番人気）
馬単票数 計 ４３３９７２ 的中 �� １９６２５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９４１０８ 的中 �� ３０４１３（１番人気）�� ６４８４（１４番人気）�� １１２２８（６番人気）
３連複票数 計 ８８１１４７ 的中 ��� ２９６５４（４番人気）
３連単票数 計１３１１４６８ 的中 ��� ９９５２（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．４―３７．１―５０．２―１：０３．３―１：１６．２―１：２８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイアポロン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．１．９ 中山７着

２００８．２．９生 牡３鹿 母 ワンダーキャット 母母 One Great Lady ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 トラストロック号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クレバージブラル号・ヤマニンバルーシュ号
※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。

０３０４０ ２月６日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３東京１）第４日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

５７ � リワードクラウン 牡４栗 ５９ 五十嵐雄祐宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード ４８８－ ６３：２５．６ ４．２�

３４ レスピエーグル 牡４鹿 ５９ 宗像 徹佐竹 虔介氏 高柳 瑞樹 新ひだか キヨミネ牧場 ４６０－ ８３：２５．８１� １４８．８�
４５ オールフォーミー 牝６鹿 ５８ 横山 義行有限会社シルク清水 英克 静内 千代田牧場 ４８０－ ６３：２６．１１� ８．４�
１１ メジロジェラルド 牡４黒鹿５９ 山本 康志�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５２０＋ ８３：２６．３１� １８．１�
８１３ タイキヴァルト 牡６栗 ６０ 鈴木 慶太�大樹ファーム 森 秀行 大樹 大樹ファーム ５１４－ ４３：２６．５１� １６．１�
２２ � ブルーデイズ 牡５鹿 ６０ 平沢 健治 �ブルーマネジメント田島 俊明 新ひだか 加野牧場 ５１４± ０３：２７．０３ ５０．４	
４６ ヴィーヴァシャトル 牡５栗 ６０ 江田 勇亮芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ４９６± ０３：２７．１� １３．０

５８ � ア ウ ロ ー ラ 牝５黒鹿５８ 浜野谷憲尚吉田 和子氏 村山 明 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９０＋ ２３：２７．３１ ４０．１�
３３ アンブロークン �６青鹿６０ 柴田 大知広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７０＋１０３：２７．９３	 １１．９�
６９ スーパーティチャー 牝４鹿 ５７ 穂苅 寿彦福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４８０± ０３：２８．９６ １２５．３
７１２ ア バ デ ィ 牡４黒鹿５９ 水出 大介加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４５２＋１６３：２９．１� ６８．０�
８１４ サウスエポック 牡４鹿 ５９ 柴田 未崎南波 壽氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４４６＋２０ 〃 アタマ １４４．８�
７１１ ネイチャーゼウス 牡４黒鹿５９ 池崎 祐介井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 ５０６＋ ６３：３７．９大差 １５５．０�
６１０ ハ ツ カ リ 牡７青鹿６０ 高田 潤江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４９２＋ ４ （競走中止） １．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，６０８，３００円 複勝： ２０，４１３，０００円 枠連： １３，８１７，６００円

普通馬連： ４３，１３７，２００円 馬単： ３４，３６４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８５９，０００円

３連複： ５５，９８０，６００円 ３連単： １００，６８７，１００円 計： ３００，８６６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � ３，６４０円 � ３００円 枠 連（３－５） １，８９０円

普通馬連 �� ３９，５５０円 馬 単 �� ６５，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，４００円 �� ７２０円 �� １９，２４０円

３ 連 複 ��� １０７，５９０円 ３ 連 単 ��� ７５８，２４０円

票 数

単勝票数 計 １４６０８３ 的中 � ２７８０２（２番人気）
複勝票数 計 ２０４１３０ 的中 � ４７３１９（２番人気）� １０５４（１４番人気）� １７２１９（４番人気）
枠連票数 計 １３８１７６ 的中 （３－５） ５４１５（６番人気）
普通馬連票数 計 ４３１３７２ 的中 �� ８０５（４９番人気）
馬単票数 計 ３４３６４０ 的中 �� ３９０（８４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８５９０ 的中 �� ４５２（５２番人気）�� ６５７３（７番人気）�� ２２０（７１番人気）
３連複票数 計 ５５９８０６ 的中 ��� ３８４（１３２番人気）
３連単票数 計１００６８７１ 的中 ��� ９８（８０５番人気）

上り １マイル １：４９．５ ４F ５５．１－３F ４２．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リワードクラウン �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

２００７．５．５生 牡４栗 母 リワードカリヨン 母母 オークツリー 障害：４戦１勝 賞金 １０，６６０，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ブルーデイズ号の騎手石神深一は，第３日第８競走での落馬負傷のため平沢健治に変更。
ハツカリ号の騎手高野和馬は，第３日第８競走での落馬負傷のため高田潤に変更。

〔競走中止〕 ハツカリ号は，１周目６号障害〔いけ垣〕着地時に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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 リネンベイビー号
（非抽選馬） ３頭 ドットコム号・ドラゴンハンター号・ミウラジェット号



０３０４１ ２月６日 曇 良 （２３東京１）第４日 第５競走 ��
��２，０００�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 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

４５ アフロディーテ 牝３栗 ５４ A．クラストゥス �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４３４ ―２：０６．７ ３．２�
（仏）

６９ ブートジョロキア 牡３鹿 ５６ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７６ ―２：０７．１２� ２３５．６�
６８ ゴッドツヨシ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ４８２ ― 〃 ハナ １８．１�
７１０ ア ソ ル ー タ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４４８ ―２：０７．２� ５．０�
５６ キトゥンブルー 牝３青鹿５４ 松岡 正海 �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２ ―２：０７．５２ ２．８�
４４ カリビアンクルーズ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥山上 和良氏 中川 公成 新冠 つつみ牧場 ４６６ ―２：０７．６� １４．４�
２２ コパノタイヨー 牡３栗 ５６ 田中 勝春小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 畠山牧場 ５０２ ―２：０８．１３ １５．１	
３３ � コスモマローネ 牝３栗 ５２ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新

A J Cook &
Rich Hill Thor-
oughbreds Ltd

４２２ ―２：０８．５２� ３０．０

８１３ アポロルエラ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 平野牧場 ４４０ ―２：０８．６� １０３．７�
１１ インヴァネス 牝３芦 ５４

５１ ▲平野 優�飛渡牧場 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４１６ ―２：０８．７クビ １１２．２�
８１２ ル シ ェ ロ 牝３栗 ５４ 北村 宏司三宅 勝俊氏 中川 公成 新ひだか 上村 清志 ４６０ ―２：０９．０１� ５２．７
７１１ スプリングエルボ 牡３黒鹿５６ 北村 友一加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 ４８０ ―２：０９．２１	 ５５．６�
５７ フィッシュザビート 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 福田牧場 ４４６ ― （競走中止） ９．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，３７６，９００円 複勝： ２９，４９７，３００円 枠連： １６，１２９，９００円

普通馬連： ５９，１１０，２００円 馬単： ４１，１５８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８７８，３００円

３連複： ６６，６０３，３００円 ３連単： １１１，０５２，２００円 計： ３６６，８０６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １８０円 � ４，８２０円 � ４３０円 枠 連（４－６） ２，３１０円

普通馬連 �� ４２，１５０円 馬 単 �� ４２，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，７７０円 �� １，２００円 �� ２１，５９０円

３ 連 複 ��� １７４，３１０円 ３ 連 単 ��� ８２７，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２１３７６９ 的中 � ５３５４５（２番人気）
複勝票数 計 ２９４９７３ 的中 � ５６２９６（２番人気）� １２４７（１３番人気）� １６９２０（７番人気）
枠連票数 計 １６１２９９ 的中 （４－６） ５１５７（８番人気）
普通馬連票数 計 ５９１１０２ 的中 �� １０３５（５６番人気）
馬単票数 計 ４１１５８３ 的中 �� ７２３（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８７８３ 的中 �� ４４９（６３番人気）�� ４７０１（１４番人気）�� ２４４（７０番人気）
３連複票数 計 ６６６０３３ 的中 ��� ２８２（１９０番人気）
３連単票数 計１１１０５２２ 的中 ��� ９９（９４４番人気）

ハロンタイム １３．５―１３．０―１３．４―１３．１―１３．５―１３．２―１３．１―１１．５―１１．１―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．５―２６．５―３９．９―５３．０―１：０６．５―１：１９．７―１：３２．８―１：４４．３―１：５５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３３．９

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

勝馬の
紹 介

アフロディーテ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

２００８．３．２６生 牝３栗 母 レディブロンド 母母 Wind In Her Hair １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔競走中止〕 フィッシュザビート号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※出走取消馬 モリトブイコール号（疾病〔右肩跛行〕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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アイザックドリーム号・エーブフウジン号・オーゴンキング号・クロムルキナ号・タストヴィナージュ号・

トーセンレーヴ号・ナイトラーク号・ナムラシャルマン号・ハートオブロー号
※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。

０３０４２ ２月６日 曇 良 （２３東京１）第４日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

５９ � エーシンジェイワン 牡３栗 ５６ 内田 博幸�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm ５３２＋１０１：２７．０ １．９�

５１０ トキノエクセレント 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４４８＋１２１：２７．１� ２０．３�
２３ ダイワモービル 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ４９２－１０１：２７．８４ ２１．０�
１１ � スナイプビッド 牡３鹿 ５６ U．リスポリ �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau

Farm Inc. ５０２＋ ４１：２８．０１� ５．５�
（伊）

３５ キンショーユウジャ 牡３栗 ５６ F．ベリー 礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ５００± ０ 〃 クビ １３．５�
（愛）

６１１ フィンデルムンド 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：２８．２１ ６．５	
４８ ラブミーニキータ 牝３芦 ５４ 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９２－ ４１：２８．３� ３４．５

４７ � キョウエイバサラ 牡３芦 ５６ 松岡 正海田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock ５１６＋１２１：２８．６２ １４．３�
２４ ダイヤヘルメス 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝若菜 俊明氏 高橋 裕 浦河 ダイヤモンドファーム ５０２＋１０１：２８．７クビ １６．３�
８１６ ラッシュウインド 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 槇本牧場 ４３６－ ６１：２８．９１ ６７．８

３６ リュウシンヒーロー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：２９．１１	 １９９．６�
６１２
 タ イ フ ー ン 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 カナイシスタッド ４３２－ ２１：２９．４１� ２３６．３�

（仏）

１２ � バルデュソワール 牝３鹿 ５４ 小牧 太�ノースヒルズ 和田 正道 米 Fox Straus
KY, LLC ４８６＋ ４１：２９．８２	 ５４．３�

７１４ オズフェスト 牡３芦 ５６ 柴山 雄一�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 小島牧場 ４８２－２２１：３０．０１	 ２１２．１�
７１３ ティアップゼウス 牡３栗 ５６ 北村 友一田中 昇氏 高木 登 新ひだか 土居 忠吉 ４５４＋ ４１：３０．６３	 １３６．３�
８１５ ブラウンマシーン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人キャピタルクラブ 秋山 雅一 新冠 田鎖牧場 ４５４＋１４１：３０．９１� ４３２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，３０１，３００円 複勝： ４９，７７１，０００円 枠連： ２１，４６７，９００円

普通馬連： ８９，０５７，９００円 馬単： ５７，３９４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，０７７，１００円

３連複： ９９，４７２，２００円 ３連単： １７８，１６３，０００円 計： ５６１，７０５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � ３９０円 � ４７０円 枠 連（５－５） １，５５０円

普通馬連 �� １，５７０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ９００円 �� ３，６９０円

３ 連 複 ��� ９，４４０円 ３ 連 単 ��� ３１，１１０円

票 数

単勝票数 計 ３１３０１３ 的中 � １３４０２５（１番人気）
複勝票数 計 ４９７７１０ 的中 � １５６７８８（１番人気）� ２６０４０（７番人気）� ２０８２８（８番人気）
枠連票数 計 ２１４６７９ 的中 （５－５） １０２５４（６番人気）
普通馬連票数 計 ８９０５７９ 的中 �� ４２０１１（６番人気）
馬単票数 計 ５７３９４９ 的中 �� ２１５２１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５０７７１ 的中 �� １２６９０（７番人気）�� ９８２０（９番人気）�� ２２２２（３９番人気）
３連複票数 計 ９９４７２２ 的中 ��� ７７７８（３０番人気）
３連単票数 計１７８１６３０ 的中 ��� ４２２７（９０番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１２．５―１２．９―１２．３―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．８―３７．３―５０．２―１：０２．５―１：１４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンジェイワン �
�
父 Speightstown �

�
母父 Bates Motel デビュー ２０１０．９．２６ 阪神３着

２００８．３．１５生 牡３栗 母 Motel Lass 母母 Devil’s Lass ５戦２勝 賞金 １８，６００，０００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。



０３０４３ ２月６日 曇 良 （２３東京１）第４日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５１０ アーバンウィナー 牡４黒鹿５７ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８２＋ ４１：３５．９ ４．１�

４８ ザクリエイション 牡５黒鹿５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５２０＋ ６１：３６．１１� ３．１�
１１ ジャストルーラー 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９４± ０ 〃 クビ ３５．２�
８１５ ラインジェシカ 牝４栗 ５５ 内田 博幸大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９４－ ２１：３６．２クビ ９．４�
６１２ コスモマクスウェル 牝４鹿 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 コスモヴューファーム ４７２－ ６ 〃 クビ ２６．９�
３６ ウインドジャズ 牡４黒鹿５７ 松岡 正海岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド B４８４＋ ２１：３６．４１� １５．５�
２４ サンライズスカイ 牡５黒鹿５７ U．リスポリ松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 浜本牧場 B４６４－１０ 〃 クビ ４．１	

（伊）

７１４� ジュンノアスカ 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４７６＋ ６ 〃 アタマ １９７．１

２３ メジロカトリーヌ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８± ０１：３６．５クビ １４．１�
４７ エクセリオン 牡４芦 ５７ 北村 宏司岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７４－ ２ 〃 クビ １２．２�
１２ コ パ ノ カ ミ 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣小林 祥晃氏 郷原 洋行 新ひだか 原 武久 ４９２＋１４１：３６．７１� ３５．１
５９ � シャインドリーム 牝４芦 ５５ 三浦 皇成皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４２０－ ２ 〃 クビ １２８．５�
３５ リ リ ア ー レ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広 �社台レースホース国枝 栄 追分 追分ファーム ４８６± ０１：３６．８クビ １９１．０�
８１６� ホワイトヒロイン 牝５鹿 ５５

５２ ▲平野 優小野 博郷氏 石栗 龍彦 新ひだか 稲葉牧場 ４４２－１２１：３６．９	 ３７８．４�
６１１ マイベストソング 
５黒鹿５７ 村田 一誠 �グリーンファーム 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４４６± ０１：３７．２２ ３４７．６�
７１３ ビッグサンダー 牡４栗 ５７ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ４９４＋ ６１：３７．７３ １２７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，７１１，０００円 複勝： ４９，３１６，３００円 枠連： ２３，７０１，６００円

普通馬連： ９１，３２６，２００円 馬単： ５３，２２４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，６９２，９００円

３連複： １０７，０５１，３００円 ３連単： １６５，０７５，４００円 計： ５５３，０９９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ６３０円 枠 連（４－５） ４９０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，４７０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ６，７７０円 ３ 連 単 ��� ２８，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２８７１１０ 的中 � ５６３５８（２番人気）
複勝票数 計 ４９３１６３ 的中 � ９０４４０（２番人気）� ９７６７１（１番人気）� １４３９９（９番人気）
枠連票数 計 ２３７０１６ 的中 （４－５） ３５８３６（１番人気）
普通馬連票数 計 ９１３２６２ 的中 �� １０１７８９（１番人気）
馬単票数 計 ５３２２４７ 的中 �� ２７５２４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４６９２９ 的中 �� ３２２２１（１番人気）�� ５３６０（２０番人気）�� ６１０８（１９番人気）
３連複票数 計１０７０５１３ 的中 ��� １１６７１（２３番人気）
３連単票数 計１６５０７５４ 的中 ��� ４２９２（８５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３６．６―４９．２―１：０１．７―１：１３．１―１：２４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３４．２
３ ８，９（６，１２）（３，１０）（１，７）（２，１５）（５，４）１１，１３（１４，１６） ４ ８，９（６，１２）（３，１０）１（２，７，１５）（５，４，１１）１３，１４，１６

勝馬の
紹 介

アーバンウィナー �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００９．７．１８ 新潟１着

２００７．２．２３生 牡４黒鹿 母 ジョウノエンジェル 母母 ザ ン ベ ー ジ １３戦２勝 賞金 ４０，１７３，０００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 ゴールドキャメロン号・ユキノサイレンス号
※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。

０３０４４ ２月６日 曇 良 （２３東京１）第４日 第８競走 ��
��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１１ � ガルビスティー 牡４鹿 ５７ 北村 宏司備前島敏子氏 矢作 芳人 愛 Janus Blood-
stock Inc ４８４－ ６１：１８．９ ６３．５�

１２ � コスモパイレット 牡５黒鹿５７ U．リスポリ �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 米 Chester Broman &
Mary R. Broman ５３８± ０ 〃 クビ ４．５�

（伊）

６１２ アルセーヌシチー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ５０２＋ ２１：１９．２１� １６．３�
２４ エンダーズシャドウ 牡４黒鹿５７ 田中 勝春飯塚 知一氏 斎藤 誠 平取 坂東牧場 ４７６＋ ６１：１９．６２	 １８．０�
３６ マイネルエルドラド 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ５１４＋ ２ 〃 ハナ ３．０�
７１３
 パープルマジック 牡５黒鹿５７ 石橋 脩水上 行雄氏 柴田 政人 新ひだか 塚田 達明 ４６０＋ ６１：１９．７	 ６６．６	
５９ � パラダイムシフト 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 米 Brookdale Thor-

oughbreds LLC ４３８－ ６１：２０．１２	 １７．１

２３ ウイニングタワー 牡４鹿 ５７ 小林 淳一田和 廣通氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４６０＋ ２１：２０．２� ５０．７�
４７ �
 アポロジャスミン 牝４鹿 ５５ A．クラストゥス アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Angelo Ferro

& Victor Flores ４２８－ ６１：２０．５１� ４０．０�
（仏）

８１６ ダイワフラッグ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸大城 敬三氏 田中 清隆 静内 服部 牧場 B５３８＋２６ 〃 ハナ １０．６
６１１ ケイアイカミーリア 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田 三千雄 ４８０± ０１：２１．１３	 ７．０�
５１０� ワイズドリーム 牝５栗 ５５ 伊藤 直人吉田 好雄氏 天間 昭一 米 Eclipse Thor-

oughbreds Inc. ４７０＋ ２１：２１．２	 １８０．６�
８１５� マルターズブレーヴ 牡５鹿 ５７ 小牧 太藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Lisa Jones &

Jerard Jones ４８２± ０１：２１．６２	 ８６．９�
３５ アプローチミー 牡４黒鹿５７ F．ベリー 吉澤 克己氏 相沢 郁 浦河 駿河牧場 ４８６± ０１：２１．７クビ ５．５�

（愛）

４８ 
 フィッツナウ 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲平野 優下河�美智子氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４６８－１２１：２２．３３	 １０３．８�

（１５頭）
７１４ ダイワトリビューン 牡４黒鹿５７ 的場 勇人大城 敬三氏 池上 昌弘 新冠 パカパカ

ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２８，２５６，８００円 複勝： ４８，２２９，７００円 枠連： ２９，２６８，７００円

普通馬連： １０７，０６４，５００円 馬単： ５９，２２０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，１０９，０００円

３連複： １１３，８１９，４００円 ３連単： １８４，７７４，８００円 計： ６０７，７４３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，３５０円 複 勝 � １，３６０円 � ２２０円 � ３６０円 枠 連（１－１） １７，８９０円

普通馬連 �� １８，１７０円 馬 単 �� ３７，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０６０円 �� ８，１５０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ５６，１２０円 ３ 連 単 ��� ５３８，９９０円

票 数

単勝票数 差引計 ２８２５６８（返還計 ３１９） 的中 � ３５１２（１１番人気）
複勝票数 差引計 ４８２２９７（返還計 ５１５） 的中 � ７７２４（１１番人気）� ６８３７０（２番人気）� ３５８６８（５番人気）
枠連票数 差引計 ２９２６８７（返還計 １５） 的中 （１－１） １２０８（２８番人気）
普通馬連票数 差引計１０７０６４５（返還計 ３１５７） 的中 �� ４３４９（４０番人気）
馬単票数 差引計 ５９２２０９（返還計 １７１５） 的中 �� １１５７（８４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３７１０９０（返還計 １４８９） 的中 �� ２２０６（４５番人気）�� １０８８（６２番人気）�� １０６６４（１０番人気）
３連複票数 差引計１１３８１９４（返還計 ６０３０） 的中 ��� １４９７（１３７番人気）
３連単票数 差引計１８４７７４８（返還計 ９９３１） 的中 ��� ２５３（９８２番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１１．３―１１．９―１２．４―１２．５―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．０―２９．３―４１．２―５３．６―１：０６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ガルビスティー �
�
父 Galileo �

�
母父 Darshaan デビュー ２０１０．２．２７ 阪神２着

２００７．３．２６生 牡４鹿 母 Freedom Flame 母母 Fire and Shade ７戦２勝 賞金 １５，９００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔出走取消〕 ダイワトリビューン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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。



０３０４５ ２月６日 曇 良 （２３東京１）第４日 第９競走 ��
��２，４００�

は こ ね

箱 根 特 別
発走１４時３５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．２．６以降２３．１．３０まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

１１ エイシンフレンチ 牡６栗 ５４ 吉田 豊平井 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 B５２８＋１０２：２５．７ ２６．３�

８１５� レオプログレス 牡６青 ５５ 江田 照男�レオ 平井 雄二 様似 清水 誠一 ４６０－ ２ 〃 クビ ５．１�
２２ ジャングルハヤテ 牡４黒鹿５４ 柴山 雄一伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 新ひだか グランド牧場 ４８６± ０２：２５．９１� １２．６�
６１０� ヒカルマンテンボシ 牡６鹿 ５６ 横山 典弘�橋 京子氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４＋ ８２：２６．０クビ ３．２�
２３ フランドルシチー 牡６鹿 ５５ 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５４２－ ２ 〃 アタマ ２７．２�
５９ キンセイポラリス 牡５鹿 ５４ 内田 博幸山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ３９６－１２２：２６．２１� ２１．７�
５８ マイネルシュトルム 牡５栗 ５８．５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 平山牧場 ５１８－ ２ 〃 ハナ ２．９	
３４ フミノヤマビコ 牡４鹿 ５４ 石橋 脩谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４７４－ ８ 〃 クビ １７．１

４７ ベルグミサイル 牡７芦 ５２ 武士沢友治山田 五月氏 田中 剛 静内 グランド牧場 ４９０－ ２２：２６．３クビ ４６．９�
８１４ コハクジョー 牡５芦 ５５ 的場 勇人河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５０８－ ６ 〃 アタマ ４０．６�
６１１ ローンジャスティス �６栗 ５２ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４２：２６．９３	 ８７．８
７１２ シルクタイタン 牡５黒鹿５４ 村田 一誠有限会社シルク古賀 慎明 日高 ヤナガワ牧場 ４８０± ０２：２７．１１� １６．９�
７１３� ミウラリチャード 牡７鹿 ５０ 菅原 隆一佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５３２＋ ４２：２７．４２ ２７９．９�
３５ エプソムスタウト 牡７鹿 ５２ 木幡 初広 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武 宏平 新冠 辻 和明 ４９０± ０２：２８．１４ １３２．４�
４６ ジャージデスマイル 牝５鹿 ５１ 平野 優齊藤四方司氏 小桧山 悟 日高 下河辺牧場 ４４８＋ ８２：３１．０大差 ２４１．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，３６７，６００円 複勝： ４９，７９６，７００円 枠連： ３０，２６４，６００円

普通馬連： １３５，３３０，３００円 馬単： ７６，１５６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，２９７，３００円

３連複： １５０，１４１，１００円 ３連単： ２８１，０１３，０００円 計： ７９７，３６７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６３０円 複 勝 � ６３０円 � ２００円 � ３５０円 枠 連（１－８） ５，３１０円

普通馬連 �� ６，３１０円 馬 単 �� １５，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８４０円 �� ２，５００円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� １８，８１０円 ３ 連 単 ��� １２４，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３０３６７６ 的中 � ９１３３（８番人気）
複勝票数 計 ４９７９６７ 的中 � １７６６７（８番人気）� ７８７８５（３番人気）� ３６６９３（４番人気）
枠連票数 計 ３０２６４６ 的中 （１－８） ４２１２（２０番人気）
普通馬連票数 計１３５３３０３ 的中 �� １５８４５（２１番人気）
馬単票数 計 ７６１５６７ 的中 �� ３７１８（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４２９７３ 的中 �� ５９１７（２３番人気）�� ４３０１（２８番人気）�� １０２８８（１１番人気）
３連複票数 計１５０１４１１ 的中 ��� ５８９２（５８番人気）
３連単票数 計２８１０１３０ 的中 ��� １６６１（３４２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１２．１―１２．４―１２．２―１２．４―１２．６―１２．６―１２．８―１１．５―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２３．７―３５．８―４８．２―１：００．４―１：１２．８―１：２５．４―１：３８．０―１：５０．８―２：０２．３―２：１４．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エイシンフレンチ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Fappiano デビュー ２００８．３．１ 中山７着

２００５．３．４生 牡６栗 母 チャーミングファピアノ 母母 Charming Story ２４戦３勝 賞金 ３６，４０４，０００円
〔騎手変更〕 ミウラリチャード号の騎手石神深一は，第３日第８競走での落馬負傷のため菅原隆一に変更。
〔制裁〕 フミノヤマビコ号の騎手石橋脩は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１２番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャージデスマイル号は，平成２３年３月６日まで平地競走に出走できない。

０３０４６ ２月６日 曇 良 （２３東京１）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

そうしゅん

早春ステークス
発走１５時１０分 （芝・左）

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

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３３ スズジュピター 牡６黒鹿５７ 北村 宏司小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ６１：４７．１ １２．８�

２２ バ シ レ ウ ス 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 有限会社石川牧場 B４８８＋ ２ 〃 ハナ １７．０�
７１１ ダイワファルコン 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５１４± ０ 〃 アタマ ３．０�
５７ ミカエルビスティー 牡４黒鹿５６ U．リスポリ備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４７８＋１２１：４７．２クビ ６．１�

（伊）

４５ ソウルフルヴォイス 牝４鹿 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４１：４７．３� ２．６�
４４ フライバイワイヤー 牡５栗 ５７ 吉田 隼人 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０－ ２ 〃 クビ １７．３	
７１０ クリスタルウイング 牡６鹿 ５７ A．クラストゥス 山本 英俊氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ８１：４７．４� ７３．９


（仏）

１１ � サザンギャラクシー 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣吉田 和美氏 橋田 満 新 Jungle Pocket
Pty Ltd ５１６＋ ２１：４７．５クビ ４８．７�

６８ レインフォーレスト 牡５芦 ５７ 松岡 正海松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４７６＋ ６１：４７．６� ３１．９�
５６ トゥニーポート 牝４黒鹿５４ 村田 一誠�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４５４± ０ 〃 ハナ １１．１
８１３	 ゴールディーロック 牡７鹿 ５７ 的場 勇人松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４７６＋１２１：４７．９２ ２１１．９�
８１２ ヴィーヴァヴォドカ 牝５黒鹿５５ 田中 勝春芹澤 精一氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２－ ８１：４８．２１� ７８．９�
６９ マチカネカミカゼ 牡６栗 ５７ 吉田 豊吉田 千津氏 田中 剛 静内 千代田牧場 ４８８－ ２１：４８．４１
 １４４．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４９，３８６，４００円 複勝： ８０，１９６，１００円 枠連： ３９，６１３，６００円

普通馬連： ２１３，２８８，９００円 馬単： １１５，３９３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，５９８，７００円

３連複： ２０７，８９２，６００円 ３連単： ４３３，２２４，１００円 計： １，２００，５９３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ３００円 � ４００円 � １４０円 枠 連（２－３） ５，９９０円

普通馬連 �� ５，５６０円 馬 単 �� １１，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� ５７０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ５，５５０円 ３ 連 単 ��� ５７，９１０円

票 数

単勝票数 計 ４９３８６４ 的中 � ３０６１７（５番人気）
複勝票数 計 ８０１９６１ 的中 � ６０５１６（４番人気）� ４０７１１（７番人気）� ２１９１５７（１番人気）
枠連票数 計 ３９６１３６ 的中 （２－３） ４８８８（１７番人気）
普通馬連票数 計２１３２８８９ 的中 �� ２８３１３（１９番人気）
馬単票数 計１１５３９３２ 的中 �� ７３６６（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１５９８７ 的中 �� １０４７７（１６番人気）�� ２８１６０（４番人気）�� １５９６５（１１番人気）
３連複票数 計２０７８９２６ 的中 ��� ２７６７９（１８番人気）
３連単票数 計４３３２２４１ 的中 ��� ５５２１（１６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３５．８―４７．９―１：００．３―１：１２．９―１：２４．３―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズジュピター �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．７．２２ 新潟１着

２００５．３．２７生 牡６黒鹿 母 ジュピターズジャズ 母母 ビ ー バ ッ プ ２２戦４勝 賞金 １１５，５９５，０００円
〔制裁〕 スズジュピター号の騎手北村宏司は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（５番への進路影響）
※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。



０３０４７ ２月６日 曇 良 （２３東京１）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第６１回東 京 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左）
４歳以上；負担重量は，日本馬：５６�，牝馬２�減，収得賞金３，０００万円超過馬は超過
額２，０００万円毎１�増，�：５６�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�
増，GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

中日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

８１５ スマイルジャック 牡６黒鹿５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４９８＋ ６１：３２．５ １１．５�

２３ キングストリート 牡５鹿 ５６ 内田 博幸百万 武夫氏 池江 泰郎 新ひだか タイヘイ牧場 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ２４．８�
１１ ゴールスキー 牡４黒鹿５６ U．リスポリ �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム ４７４－ ２１：３２．７１ ３．０�

（伊）

３６ キャプテンベガ 牡８黒鹿５６ 田中 勝春吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６０＋１８ 〃 アタマ ９６．６�
５９ オーシャンエイプス 牡７鹿 ５６ 北村 宏司松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４７２－ ６ 〃 ハナ １５７．０�
６１１ シ ル ポ ー ト 牡６鹿 ５８ 小牧 太百万 武夫氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４９４－ ２ 〃 クビ １０．３�
２４ ダノンヨーヨー 牡５栗 ５７ 北村 友一	ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１０－ ８１：３２．８クビ ２．３

１２ リクエストソング 牡５鹿 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４９０－ ８１：３２．９� ４８．２�
５１０ カウアイレーン 牝５黒鹿５４ 横山 典弘 �社台レースホース和田 正道 新冠 パカパカ

ファーム ４７０＋１２１：３３．１１� １６．９�
７１４ ネオヴァンドーム 牡４鹿 ５６ 松岡 正海小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９０－１２ 〃 クビ ３９．８
４８ フラガラッハ 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０± ０１：３３．３１ １０．２�
６１２ ファイアーフロート 牡５鹿 ５６ 津村 明秀臼田 浩義氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４９４＋２０１：３３．５１ ４５．３�
３５ 	 ゼットフラッシュ 牡８鹿 ５６ 江田 照男�フォーレスト 山内 研二 英 Barry Taylor ５０２－１６ 〃 ハナ ２９５．１�
７１３	 ダノンムロー 
７黒鹿５６ A．クラストゥス 	ダノックス 加藤 征弘 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４５４± ０１：３３．８１� ４１６．３�
（仏）

８１６ ショウワモダン 牡７鹿 ６０ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５３２＋２４１：３４．０１� ４４．０�
４７ マイネルレーニア 牡７栗 ５７ F．ベリー 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 静内 岡田スタツド ５２０± ０１：３４．３２ ２９３．７�
（愛）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８１，７６０，０００円 複勝： ２６２，６４０，２００円 枠連： １４３，０１６，３００円

普通馬連： ８２５，２１０，１００円 馬単： ４８４，８４３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４７，４５３，３００円

３連複： １，０４２，９０５，２００円 ３連単： ２，４５７，２３９，３００円 計： ５，６４５，０６７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ３１０円 � ４９０円 � １５０円 枠 連（２－８） ９７０円

普通馬連 �� １２，０９０円 馬 単 �� １９，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９１０円 �� ７１０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ９，７６０円 ３ 連 単 ��� ９７，６００円

票 数

単勝票数 計１８１７６００ 的中 � １２４８０２（５番人気）
複勝票数 計２６２６４０２ 的中 � １９８２１４（３番人気）� １１２４８７（７番人気）� ６２２１６４（２番人気）
枠連票数 計１４３０１６３ 的中 （２－８） １０９４２６（３番人気）
普通馬連票数 計８２５２１０１ 的中 �� ５０４０７（３１番人気）
馬単票数 計４８４８４３０ 的中 �� １８５３２（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２４７４５３３ 的中 �� １９９２８（３０番人気）�� ８９６９７（８番人気）�� ７１７４２（１０番人気）
３連複票数 計１０４２９０５２ 的中 ��� ７８８９１（３２番人気）
３連単票数 計２４５７２３９３ 的中 ��� １８５８１（２６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２２．８―３４．１―４５．６―５７．５―１：０８．９―１：２０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．０
３ １１，１２＝１０，１５，１（７，３）８（９，１４，１６）（２，１３）６（５，４） ４ １１，１２－１０，１５（１，３）（８，１６）（７，９）（１４，１３）（２，６）（５，４）

勝馬の
紹 介

スマイルジャック �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．９．１ 新潟１着

２００５．３．８生 牡６黒鹿 母 シ ー セ モ ア 母母 カイウンテンシ ２８戦５勝 賞金 ３４４，２７３，０００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。

０３０４８ ２月６日 曇 良 （２３東京１）第４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）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１４ ウインマリアベール 牝４栗 ５５ 吉田 隼人�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２１：３９．４ １３．０�

２３ アースマリン 牝６鹿 ５５ 柴田 善臣松山 増男氏 小西 一男 浦河 アイオイファーム ４８４－ ２１：３９．７１� １８．７�
４７ プリティカポレイ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４５２－ ２１：３９．９１� ４．１�
８１６ マリアージュ 牝６栗 ５５ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４５０＋１４１：４０．１１� ３．９�
７１３ メジロマリアン 牝５芦 ５５ 田中 勝春�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４９０± ０１：４０．２クビ ２９．８�
２４ プ ラ ー ジ ュ 牝５鹿 ５５ U．リスポリ �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ８ 〃 アタマ ２２．６	
（伊）

３５ ラヴリードリーム 牝５青鹿５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４７８＋ ６１：４０．３� ２４．９

６１１ ゴールドマッシモ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 浦河 駿河牧場 ４８４＋ ２１：４０．４� ２８．９�
１１ テイクバイストーム 牝６芦 ５５ A．クラストゥス �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８－ ４ 〃 クビ ６．３�
（仏）

８１５� ア リ ガ タ イ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 日高 山本 通則 ４７６＋ ４１：４０．５� １７６．２
３６ エレガントマナー 牝５鹿 ５５ F．ベリー 吉田 勝己氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４５８－ ４１：４０．６� ８１．４�

（愛）

５１０ ウインクリアビュー 牝４栗 ５５ 津村 明秀�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４５４± ０ 〃 ハナ ２６．８�
１２ パールシャドウ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：４０．７クビ ９．０�
６１２ マスターコーク 牝５鹿 ５５ 小牧 太�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４５４± ０ 〃 クビ ８．７�
４８ ク ナ ン ガ ン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優加藤 信之氏 斎藤 誠 日高 いとう牧場 ４９４＋１２１：４０．９� ８４．２�
５９ オメガブルーライン 牝４芦 ５５ 三浦 皇成原 	子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３２－ ２ 〃 クビ ３５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６３，１４２，４００円 複勝： ９３，０６７，０００円 枠連： ６７，５１４，１００円

普通馬連： ２４９，６９４，１００円 馬単： １２１，９８３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７９，５４１，６００円

３連複： ２９２，０８４，２００円 ３連単： ５３０，３４５，８００円 計： １，４９７，３７２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ４１０円 � ４７０円 � ２２０円 枠 連（２－７） ４，０５０円

普通馬連 �� １０，７５０円 馬 単 �� １８，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１７０円 �� １，２３０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� １６，９３０円 ３ 連 単 ��� １３４，９２０円

票 数

単勝票数 計 ６３１４２４ 的中 � ３８３２４（６番人気）
複勝票数 計 ９３０６７０ 的中 � ５５６８１（６番人気）� ４７２６３（７番人気）� １３０１６７（２番人気）
枠連票数 計 ６７５１４１ 的中 （２－７） １２３２３（２１番人気）
普通馬連票数 計２４９６９４１ 的中 �� １７１４２（４２番人気）
馬単票数 計１２１９８３２ 的中 �� ４７４５（７６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７９５４１６ 的中 �� ６０６０（４２番人気）�� １６２８８（１０番人気）�� １１５１７（２１番人気）
３連複票数 計２９２０８４２ 的中 ��� １２７３９（６０番人気）
３連単票数 計５３０３４５８ 的中 ��� ２９０１（４６９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１２．８―１２．９―１２．９―１２．４―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２４．０―３６．８―４９．７―１：０２．６―１：１５．０―１：２７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインマリアベール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．６．２８ 福島３着

２００７．３．１９生 牝４栗 母 ダイヤモンドビコー 母母 ステラマドリッド １３戦３勝 賞金 ３３，７６８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ニシノキュアノス号
（非抽選馬） １頭 グレイスフルムーヴ号
※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。



（２３東京１）第４日 ２月６日（日曜日） 曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５３，９７０，０００円
８，５２０，０００円
１５，８５０，０００円
１，７７０，０００円
２４，０３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，９９０，０００円
５，６５２，８００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
５１３，１７５，５００円
８００，０８８，７００円
４３７，２７８，０００円
２，００７，０９７，４００円
１，１６４，０９５，２００円
６６０，２７９，１００円
２，３８１，７１５，３００円
４，７９８，６０４，５００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １２，７６２，３３３，７００円

総入場人員 ３６，７０３名 （有料入場人員 ３５，４５０名）


