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０３０８５ ２月２０日 曇 良 （２３東京１）第８日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時０５分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

１２ エイコオウイング 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４５０－ ２１：２７．０ ５．５�

３５ � キ ザ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 米
Petaluma
Bloodstock &
Andre Lynch

４５４± ０１：２８．１７ ９．４�
５１０ トーセンレラ 牡３青鹿５６ M．デムーロ島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７４－ ６１：２８．８４ ３．１�
（伊）

５９ グランデアトレ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �グランデオーナーズ 河野 通文 新冠 川上牧場 ４５０－ ４１：２９．２２� ３．９�
２３ アグネスシャロット 牝３栗 ５４ 吉田 豊渡辺 孝男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：２９．３� １４．８�
４７ チャーミングロック 牡３鹿 ５６ 武士沢友治篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４７０＋ ２１：２９．５１ ３２３．２	
３６ アップターン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４９０± ０ 〃 アタマ ６．５

８１５ キョカキョク 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 浦新牧場 ４２８－ ６ 〃 アタマ １２３．５�
７１４ クロドレコー 牡３青鹿５６ 横山 典弘山本 英俊氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４２０± ０１：２９．６クビ １５．０�
７１３ ストロングレグナム 牡３栗 ５６ 田辺 裕信村木 篤氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４４６－ ６１：２９．７� ４０．４
１１ ミスファイアー 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義�中山牧場 新開 幸一 浦河 中山牧場 ４３８－ ２ 〃 クビ ６４．５�
４８ スマイルフォンテン 牝３栗 ５４ 丸田 恭介吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド ４８０± ０１：３０．４４ １４９．８�
６１１ アポロエスペランサ 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 山際牧場 ４５６－ ２１：３０．５クビ ４１８．８�
６１２ ヒ タ タ レ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム B５１６＋ ２１：３０．７１	 ４５．０�
８１６ タイホウルーナ 牝３芦 ５４ 西田雄一郎 M・K・Kクラブ組合 保田 一隆 青森 山内牧場 ４３４＋ ８１：３０．９１ ４７３．１�
２４ グランサンク 牝３栗 ５４ 北村 宏司村木 隆氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 ４６０－ ２１：３２．０７ ５９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８３０，３００円 複勝： ４１，６２８，６００円 枠連： ２２，３２９，５００円

普通馬連： ７０，８３５，９００円 馬単： ４６，７０８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，４９４，０００円

３連複： ９５，４１７，３００円 ３連単： １４５，２５９，４００円 計： ４７２，５０３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １８０円 � ２６０円 � １５０円 枠 連（１－３） １，０８０円

普通馬連 �� ３，３３０円 馬 単 �� ６，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１００円 �� ４４０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ３，３００円 ３ 連 単 ��� ２９，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２０８３０３ 的中 � ３００４５（３番人気）
複勝票数 計 ４１６２８６ 的中 � ５９８３９（４番人気）� ３４９７３（５番人気）� ９１３８２（１番人気）
枠連票数 計 ２２３２９５ 的中 （１－３） １５３０４（６番人気）
普通馬連票数 計 ７０８３５９ 的中 �� １５７２１（１５番人気）
馬単票数 計 ４６７０８８ 的中 �� ５２５６（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９４９４０ 的中 �� ６２３６（１５番人気）�� １７７９７（３番人気）�� １１７９１（７番人気）
３連複票数 計 ９５４１７３ 的中 ��� ２１３７７（９番人気）
３連単票数 計１４５２５９４ 的中 ��� ３６９６（９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．０―３６．０―４８．８―１：０１．７―１：１４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．２
３ １２－（４，９）（６，１０）２（１，８）（３，１６）（７，５）１３，１４，１１，１５ ４ １２－（４，９）（６，１０）２（１，８）－（３，１６）（７，５）－（１４，１３）１５，１１

勝馬の
紹 介

エイコオウイング �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２０１０．１１．１３ 東京８着

２００８．５．１２生 牝３鹿 母 ホクトブルーバード 母母 ホクトフローラ ５戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 サーストンヴィンス号・トウカイチャーム号・フォージドアストロ号・プレジャーカフェ号・リーサムダイチ号・

レオフレンド号
（非抽選馬） ２頭 ゴールドフェスタ号・マイネルスフィア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０３０８６ ２月２０日 曇 良 （２３東京１）第８日 第２競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳
発走１０時３５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

８１５ ハローバニヤン 牡３芦 ５６ 松岡 正海津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ４４６－ ４１：２１．３ ２．２�

７１３ ミキノコモコ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 久米 和夫 ４３６＋ ６１：２２．０４ １６．４�
１１ ナムラエメラルド 牝３鹿 ５４ 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４５２－ ４１：２２．３２ １３．０�
４７ サンタンジェロ 牝３黒鹿５４ M．デムーロ村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４４４－ ６１：２２．５１� ７．４�

（伊）

４８ アラマサアフリート 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４４２－ ２１：２２．６� １３４．７�
２４ インプレッシヴ 牝３青鹿５４ 内田 博幸長井 純一氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４４４－ ４１：２２．８� １６．３�
７１４ ゴールドアゲイン 牝３黒鹿５４ 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新冠 ラツキー牧場 ４２０± ０１：２３．１２ ６．８	
８１６ ニシノラメール 牝３鹿 ５４ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４８２± ０ 〃 クビ ４．５

３５ ステラビスティー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 パカパカ

ファーム ４０６± ０１：２３．２クビ ２８４．９�
５１０ ディアフロイデ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４２２＋ ４１：２３．９４ ４３．２�
２３ ク ー ル コ コ 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真川上 哲司氏 坂本 勝美 浦河 カナイシスタッド B４４２＋１０１：２４．２２ ５８．２
６１２ ニシノコイシクテ 牝３栗 ５４ 小林 淳一西山 茂行氏 小西 一男 むかわ 西山牧場 ４２０－ ４ 〃 アタマ ２１７．６�
１２ トノニオマカセ 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介村田 哲朗氏 坂本 勝美 白老 習志野牧場 B４９６＋ ６１：２４．７３ ７０．１�
６１１ キョウワジャスミン 牝３栗 ５４ 田辺 裕信�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 ４０８－ ２１：２５．５５ １０５．０�
５９ トーアアサギリ 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝高山ランド� 浅野洋一郎 豊浦トーア牧場 ４４０－１０１：２５．６クビ １５１．５�
３６ ユ ウ キ ベ ル 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮雪本 秀樹氏 郷原 洋行 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４４２－ ４１：２６．４５ ３６１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，８０７，５００円 複勝： ４３，５２１，１００円 枠連： ２２，７１９，６００円

普通馬連： ６６，７５６，８００円 馬単： ４８，８３１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９１７，０００円

３連複： ８９，５７６，４００円 ３連単： １４７，５４２，４００円 計： ４７１，６７２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ３２０円 � ２４０円 枠 連（７－８） ３４０円

普通馬連 �� １，４３０円 馬 単 �� １，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ５９０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� ５，３７０円 ３ 連 単 ��� １７，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２２８０７５ 的中 � ８４４９８（１番人気）
複勝票数 計 ４３５２１１ 的中 � １２３１３４（１番人気）� ２７７５８（６番人気）� ４０６２４（５番人気）
枠連票数 計 ２２７１９６ 的中 （７－８） ５０２１２（１番人気）
普通馬連票数 計 ６６７５６８ 的中 �� ３４６６５（５番人気）
馬単票数 計 ４８８３１８ 的中 �� １８１４８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９１７０ 的中 �� １１０１１（７番人気）�� １３００５（５番人気）�� ３４８３（２１番人気）
３連複票数 計 ８９５７６４ 的中 ��� １２３２６（１６番人気）
３連単票数 計１４７５４２４ 的中 ��� ６３７６（４４番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．７―１２．４―１３．１―１２．７―１１．９―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．７―３１．１―４４．２―５６．９―１：０８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハローバニヤン �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１０．１２．５ 中山３着

２００８．４．２５生 牡３芦 母 ジャンヌバニヤン 母母 ニホンピロウイング ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔発走状況〕 ミキノコモコ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 ミキノコモコ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウワジャスミン号・トーアアサギリ号は，平成２３年３月２０日まで平地競走に出走できない。

ユウキベル号は，平成２３年４月２０日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回　東京競馬　第８日



０３０８７ ２月２０日 曇 良 （２３東京１）第８日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４８ モ ン ク 牡３鹿 ５６ F．ベリー 田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B４８６－ ２１：４１．３ ４．０�
（愛）

３５ 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 B４７０－ ４１：４１．６２ ７．６�
１２ ローレルキングダム 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 ４６８± ０１：４１．９２ ９．６�
８１６ トーセンターボ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４７８＋ ２１：４２．０クビ ９．４�
２３ マチノアカリ 牡３青鹿５６ M．デムーロ �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５２０－ ２１：４２．１� ４．９	

（伊）

７１４ ニシノエックス 牡３栗 ５６ 幸 英明西山 茂行氏 高木 登 むかわ 西山牧場 ４７０－ ２１：４２．４１� ９１．５

６１１ デ ミ チ ン タ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ ４７０± ０１：４２．６１� １１．３�
７１３ ク ー ド ボ ル 牝３鹿 ５４ U．リスポリ �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ４１：４２．７� １６．４�
（伊）

２４ ドラゴンブレス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４４４－１２１：４２．９１ １０．３
５９ ラ ン ブ イ エ 牝３青 ５４ 三浦 皇成吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７０＋１０１：４３．３２� ６．０�
６１２ オリオンザゴールド 牡３鹿 ５６ 的場 勇人平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４６０± ０１：４４．１５ ５１６．６�
５１０ スプリングロバーツ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 ４４６＋ ６１：４４．３１� ４２６．０�
３６ ゴールドデスティニ 牝３栗 ５４ 津村 明秀千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新ひだか 白井 吉美 ４４０± ０１：４４．４� ２６９．２�
８１５ ジャンピンジャック 牡３鹿 ５６ 小林 淳一佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４７６－ ６１：４４．７１� ２５１．３�
４７ ヤマニンバルーシュ 牡３鹿 ５６

５４ △伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ５０４－ ２１：４４．８クビ ４０．７�
１１ ダンスビューティ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二吉田 和子氏 戸田 博文 浦河 鎌田 正嗣 ４３８－ ２１：４５．６５ ２８８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，８１０，９００円 複勝： ５０，７１７，８００円 枠連： １９，２８４，８００円

普通馬連： ７８，７６８，６００円 馬単： ５１，９６２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，６８７，９００円

３連複： １０９，１２０，９００円 ３連単： １６１，４８９，４００円 計： ５３２，８４２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ３１０円 枠 連（３－４） １，０８０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ７１０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ３，５００円 ３ 連 単 ��� １３，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２６８１０９ 的中 � ５３１７５（１番人気）
複勝票数 計 ５０７１７８ 的中 � １２１１９９（１番人気）� ６２７０５（３番人気）� ３５０６４（７番人気）
枠連票数 計 １９２８４８ 的中 （３－４） １３３００（３番人気）
普通馬連票数 計 ７８７６８６ 的中 �� ５４５７９（２番人気）
馬単票数 計 ５１９６２０ 的中 �� １８９７０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４６８７９ 的中 �� ２２３９１（２番人気）�� １１９４８（６番人気）�� ７８７６（１２番人気）
３連複票数 計１０９１２０９ 的中 ��� ２３０１０（１１番人気）
３連単票数 計１６１４８９４ 的中 ��� ９０２１（１５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．４―１３．４―１３．６―１２．９―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３６．３―４９．７―１：０３．３―１：１６．２―１：２８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．６―３F３８．０
３ １（３，５）１４（８，９）（２，１２，１６）１０，１５（６，４，１３）（７，１１） ４ １（３，５）（８，１４）９，２（１２，１６）（６，４，１０，１５）（１３，１１）７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モ ン ク �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー ２０１０．１１．７ 東京３着

２００８．３．２０生 牡３鹿 母 ブルーフェリシア 母母 ミスプロスペクター ６戦１勝 賞金 １０，０５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ハイエストリガード号
（非抽選馬） ７頭 サンマルヴィエント号・シャンソン号・スカイライトニング号・トシキャプテン号・ボンジュールリュウ号・

ユニバーサルアゲン号・レッドジョーカー号
※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。

０３０８８ ２月２０日 曇 良 （２３東京１）第８日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時３５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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

３５ リ ン ゴ ッ ト 牡３栗 ５６ M．デムーロ吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５２２－ ２１：３７．３ ２．１�
（伊）

１２ エーブライジン 牡３青鹿５６ 内田 博幸 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 新冠 森 牧場 ４５２± ０１：３７．５１� １０．１�

６１１ オマワリサン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５０６－ ４ 〃 クビ ８．６�
３６ アラマサコマンダー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４１６± ０ 〃 ハナ ２６．９�
２４ ダイヤモンドアスク 牝３黒鹿５４ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４４２－ ２１：３７．６クビ ７７．９�
６１２ キーフォース 牡３鹿 ５６ U．リスポリ �グリーンファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ８１：３７．７� １９．９	

（伊）

５９ ラ ポ ー ル 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 ４３６± ０ （降着） ８．４

５１０ トーセンジャガー 牡３青 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６２＋１２ 〃 クビ ４５．７�
４８ ケミカルチェンジ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ８１：３７．９１� １８．９
８１６ ネオウーリボー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４＋１０１：３８．０クビ ５．６�
７１３ ウインドワード 牝３栗 ５４ 福永 祐一インターナシヨナル

ホース� 浅野洋一郎 日高 インターナショ
ナル牧場 ４１２－ ８１：３８．５３ ８７．８�

１１ コスタパルメーラ 牡３黒鹿５６ F．ベリー 吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４１：３８．９２� １５．１�
（愛）

２３ マイメロディ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 ４２８－１０１：３９．３２� ３２６．０�
８１５ ザローテーション 牝３栗 ５４ 丸山 元気井口 莞爾氏 和田 正道 むかわ 上水牧場 ４４８± ０ 〃 ハナ １９６．６�
４７ � エーシンビッグガン 牡３黒鹿５６ 川田 将雅�栄進堂 畠山 吉宏 米 Morgan’s

Ford Farm ４７０＋１４ 〃 クビ ２０１．８�
７１４ コスモハーヴェスト 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４１６－１２１：４０．５７ ４８４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，７０５，７００円 複勝： ４９，８２６，３００円 枠連： ２２，９５８，２００円

普通馬連： ７８，６０１，１００円 馬単： ５５，１４７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，８０６，２００円

３連複： １０１，７４３，３００円 ３連単： １６９，３９３，８００円 計： ５４１，１８１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � ２２０円 枠 連（１－３） ５１０円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ４３０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ２，２７０円 ３ 連 単 ��� ７，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２８７０５７ 的中 � １０９５７６（１番人気）
複勝票数 計 ４９８２６３ 的中 � １５７９３９（１番人気）� ４９３０７（３番人気）� ４８７６０（５番人気）
枠連票数 計 ２２９５８２ 的中 （１－３） ３３２４４（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８６０１１ 的中 �� ７１７２７（３番人気）
馬単票数 計 ５５１４７０ 的中 �� ３３８９０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４８０６２ 的中 �� ２６３６６（３番人気）�� ２０５１５（４番人気）�� ８１４７（１２番人気）
３連複票数 計１０１７４３３ 的中 ��� ３３１６９（５番人気）
３連単票数 計１６９３９３８ 的中 ��� １７７１７（９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１２．５―１２．６―１２．８―１１．５―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．７―３７．２―４９．８―１：０２．６―１：１４．１―１：２５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ン ゴ ッ ト �
�
父 デュランダル �

�
母父 Indian Ridge デビュー ２０１０．１１．６ 東京７着

２００８．２．２１生 牡３栗 母 バルドネキア 母母 Rosa de Caerleon ５戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔降着〕 ラポール号は，１位〔タイム１分３７秒３，２位との着差ハナ〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「オマワリサン」号，「キーフォース」号および「ダイヤモンドアスク」号の走行を妨害したため７着に降着。
〔制裁〕 ラポール号の騎手後藤浩輝は，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２３年２月２６日から平成２３年３月

６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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アイティクイーン号・グラナトゥム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０３０８９ ２月２０日 曇 良 （２３東京１）第８日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時２５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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３５ カグニザント 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４６６ ―１：４９．８ ４．３�

６１２ ファントムロード 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４８６ ―１：５０．６５ ２．４�
２３ クラッシーゲイト 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 加藤 征弘 新ひだか 上村 清志 ５００ ― 〃 クビ ５．０�
５９ フルアクセル 牡３栗 ５６ F．ベリー 山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：５０．７� ５．６�

（愛）

４８ メイアイヘルプユー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人野島 春男氏 中川 公成 日高 野島牧場 ４３４ ―１：５１．０２ ４５．５�
７１３ ピ ル ニ ッ ツ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４４４ ―１：５１．３１� ２４．５�
６１１ スペシャルダンス 牝３鹿 ５４ 丸山 元気有限会社シルク高市 圭二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２ ―１：５１．６１� ２８．４	
８１６ シャルニエール 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４ ― 〃 アタマ ４１．０

１１ サトノオリオン 牡３栗 ５６ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 日高 下河辺牧場 ４６４ ―１：５１．８１ ４８．１�
１２ メイプルリンカーン 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 ４５６ ―１：５２．１２ １６０．４�
８１５ クロムルキナ 牡３栗 ５６ 村田 一誠�三嶋牧場 田中 剛 浦河 三嶋牧場 ４８０ ― 〃 アタマ １７３．５
３６ アイザックドリーム 牡３鹿 ５６ 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 新冠 平山牧場 B４８４ ―１：５２．８４ ８４．８�
２４ アジュールレッド 牡３鹿 ５６ 田中 勝春藤田 在子氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 ４５０ ―１：５３．０１� １４８．８�
４７ ナイトラーク 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 栗山 良子氏 武市 康男 安平 追分ファーム ４１８ ―１：５３．３２ ２５．２�

（仏）

７１４ ココロノトビラ 牝３栗 ５４ 中舘 英二北所 直人氏 鈴木 伸尋 日高 中川牧場 ４２２ ―１：５５．２大差 １６１．３�
５１０ メジロレイセン 牝３鹿 ５４ 黛 弘人�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４４４ ― （競走中止） １８９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，２７８，５００円 複勝： ３３，６６６，３００円 枠連： １８，０２３，１００円

普通馬連： ６４，４８０，７００円 馬単： ４９，６６７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１４０，５００円

３連複： ７９，９２４，０００円 ３連単： １３６，４９９，９００円 計： ４３４，６８０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（３－６） ４８０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ４１０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ５，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２６２７８５ 的中 � ４８５５６（２番人気）
複勝票数 計 ３３６６６３ 的中 � ６０５２２（２番人気）� ９１２１９（１番人気）� ５３２６６（３番人気）
枠連票数 計 １８０２３１ 的中 （３－６） ２７９２５（１番人気）
普通馬連票数 計 ６４４８０７ 的中 �� ８２７４６（１番人気）
馬単票数 計 ４９６６７９ 的中 �� ２６５８２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１４０５ 的中 �� ２６０９４（１番人気）�� １４６８０（４番人気）�� ２１８４３（３番人気）
３連複票数 計 ７９９２４０ 的中 ��� ６４９４７（１番人気）
３連単票数 計１３６４９９９ 的中 ��� １９５６２（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．０―３７．４―５０．３―１：０２．６―１：１５．２―１：２６．９―１：３８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．６

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

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

勝馬の
紹 介

カグニザント �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Gone West 初出走

２００８．４．１６生 牡３黒鹿 母 インコグニート 母母 デインスカヤ １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔競走中止〕 メジロレイセン号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ココロノトビラ号は，平成２３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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 エーブマンガン号・シスターソフィア号・ターフェアイト号・バンダムクレスト号・ベルモントカントル号・

メジロダイボサツ号・メジロテンニョ号・ルージュ号・ロシェ号
※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。

０３０９０ ２月２０日 曇 良 （２３東京１）第８日 第６競走 ��２，１００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時５５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

１１ ギャザーロージズ �４芦 ５６ F．ベリー 吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４７８± ０２：１５．１ １．６�
（愛）

３３ ニシノヴァンクール 牡４青鹿５６ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ５１４＋ ４２：１５．３１� ８．８�
６９ � フ ー ガ 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝吉田 貴俊氏 勢司 和浩 浦河 金成吉田牧場 ４８０－ ２２：１６．１５ １２．８�
８１３ トレジャーチェスト 牝４芦 ５４ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４８８－ ２２：１６．７３� ４７．９�
８１２ レッドシャリオ 牡４栗 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 三城牧場 ５１０－ ２２：１６．９１� １２．１�
４５ セイカプレスト 牡５黒鹿５７ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４８０± ０２：１７．１	 ２０．８�
７１０ ブリージーデイズ 牡４栗 ５６ M．デムーロ �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５０２－ ２ 〃 クビ ８．０	

（伊）

５６ スマートイーグル 牡４栗 ５６ 幸 英明大川 徹氏 高木 登 浦河 杵臼牧場 ４８８＋１２２：１７．２クビ ３７．４

２２ レッドプラネット 牝４青鹿５４ 吉田 隼人�コオロ 秋山 雅一 日高 庄野牧場 ４７０± ０２：１７．４１� ８６．７�
５７ プ レ ゼ ピ オ 牡５栗 ５７ 内田 博幸 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８４± ０２：１７．７２ １３．８
４４ タイキシムーン 牝５栗 ５５ 柴田 善臣�大樹ファーム 高橋 祥泰 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０８＋ ４２：１８．４４ ６７．２�
７１１ マイネルゲネラール 牡４青鹿５６ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 片岡牧場 ５２２－ ８２：１９．７８ ５１．１�

（仏）

６８ シュンドルゴナ 牝５青 ５５ 石橋 脩�グリーンテック柴田 政人 安平 
橋本牧場 ４５８± ０２：２０．７６ ２７７．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，３６９，１００円 複勝： ８０，３８１，３００円 枠連： １８，３５８，５００円

普通馬連： ７９，６０７，１００円 馬単： ６７，６０６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，５０１，４００円

３連複： １０３，４０４，２００円 ３連単： ２１１，４２１，２００円 計： ６２３，６４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ２１０円 枠 連（１－３） ５６０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３４０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� ３，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２７３６９１ 的中 � １４０３６０（１番人気）
複勝票数 計 ８０３８１３ 的中 � ４６２７５１（１番人気）� ６３５８０（２番人気）� ５２０９１（３番人気）
枠連票数 計 １８３５８５ 的中 （１－３） ２４２５８（２番人気）
普通馬連票数 計 ７９６０７１ 的中 �� １０４１４４（１番人気）
馬単票数 計 ６７６０６６ 的中 �� ６７７３８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５５０１４ 的中 �� ３４５４８（１番人気）�� ２６７６１（３番人気）�� ８５７７（１１番人気）
３連複票数 計１０３４０４２ 的中 ��� ５２５７７（２番人気）
３連単票数 計２１１４２１２ 的中 ��� ４６８９９（１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．５―３１．２―４４．３―５７．６―１：１１．３―１：２４．８―１：３８．０―１：５０．６―２：０２．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギャザーロージズ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Dancing Spree デビュー ２００９．１１．７ 東京３着

２００７．２．２５生 �４芦 母 ベリーローズ 母母 Lady Berry １０戦２勝 賞金 ２６，９００，０００円
〔制裁〕 レッドシャリオ号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０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。



０３０９１ ２月２０日 曇 良 （２３東京１）第８日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２５分 （芝・左）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

５９ マイネルグート 牡４鹿 ５６ F．ベリー �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 ４９８－ ２１：４７．４ ２２．７�

（愛）

６１１ エイシンサクセス 牡５芦 ５７ U．リスポリ平井 豊光氏 藤岡 健一 新ひだか 坂本牧場 ４９２＋ ４１：４７．５� ３．４�
（伊）

１２ ヒシカツジェームス 牡４栗 ５６ 蛯名 正義阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４７８＋１８１：４７．７１� １０．６�
３６ プティプランセス 牝５鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４６２－ ２１：４７．９１� ２２．４�
８１６ クラックシード 牝４黒鹿５４ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２４＋１２ 〃 クビ ６．２�
６１２ アドバンスヘイロー 牡５青鹿５７ 田中 勝春西川 隆士氏 河野 通文 新冠 佐藤 信広 ４６８＋ ４１：４８．１１� ５．４	
２３ フランドルシチー 牡６鹿 ５７ 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５４４＋ ２１：４８．２� ３４．１

１１ ダイアナバローズ 牝５黒鹿５５ 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 三石 水上 習孝 ４８０＋１８ 〃 アタマ ５３．６�
２４ 	 スリーキセキ 牝８青鹿５５ 柴田 善臣永井商事� 村山 明 静内 岡野牧場 ４８６＋ ２１：４８．３� １１０．６�
５１０ コンベンション 
６鹿 ５７ 福永 祐一前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６± ０１：４８．６２ １４７．３
８１５ デ ィ オ ー サ 牝４青鹿５４ 松岡 正海伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン

牧場 ４６２－ ４１：４８．９１� ７．１�
７１３ ザ ピ エ ー ル 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 日高 前川ファーム ４９４＋ ８ 〃 クビ １４２．８�
３５ オルレアンノオトメ 牝４鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６４± ０１：４９．３２� ３７．３�
７１４ バウンシングライト 牡６栗 ５７ 中舘 英二 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ４９６± ０１：４９．８３ ５．３�
４７ アプローズヒーロー 牡７鹿 ５７ 後藤 浩輝小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５８－ ２１：５１．４１０ １７９．６�
４８ 	 ミサトフリート 牝６芦 ５５ 大庭 和弥戸部 洋氏 鈴木 勝美 静内 真歌伊藤牧場 ５１６－ ２１：５１．５� ２３７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，０８４，７００円 複勝： ５６，９３８，６００円 枠連： ３５，８７６，２００円

普通馬連： １２２，８３７，３００円 馬単： ６９，９９０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，２９７，０００円

３連複： １３９，２９２，９００円 ３連単： ２２１，７１２，２００円 計： ７２４，０２９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２７０円 複 勝 � ４５０円 � １７０円 � ３６０円 枠 連（５－６） １，８２０円

普通馬連 �� ３，０３０円 馬 単 �� ８，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� ２，７８０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� １２，３１０円 ３ 連 単 ��� ９３，０３０円

票 数

単勝票数 計 ３４０８４７ 的中 � １１８５６（８番人気）
複勝票数 計 ５６９３８６ 的中 � ２８１６４（７番人気）� １１４２７０（１番人気）� ３７９８１（６番人気）
枠連票数 計 ３５８７６２ 的中 （５－６） １４５９５（８番人気）
普通馬連票数 計１２２８３７３ 的中 �� ２９９６６（１２番人気）
馬単票数 計 ６９９９０１ 的中 �� ５９５５（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３２９７０ 的中 �� １０６８４（１２番人気）�� ３７１４（３３番人気）�� １０９４５（１１番人気）
３連複票数 計１３９２９２９ 的中 ��� ８３５７（４５番人気）
３連単票数 計２２１７１２２ 的中 ��� １７５９（２９０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．１―４８．２―１：００．３―１：１２．４―１：２３．５―１：３５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．０

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

勝馬の
紹 介

マイネルグート �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．９．１３ 中山３着

２００７．３．１７生 牡４鹿 母 ホクトスプライト 母母 ホクトビーナス １６戦３勝 賞金 ３７，４９８，０００円
〔その他〕 バウンシングライト号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミサトフリート号は，平成２３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ショウナンアクロス号
※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。

０３０９２ ２月２０日 曇 良 （２３東京１）第８日 第８競走 ��２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００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

２：２８．６
２：２８．６

不良

不良

７１４ リバティバランス 牡４黒鹿５６ F．ベリー 吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B５４０＋１０２：３３．５ １６．３�
（愛）

３６ カシマストロング 牡４鹿 ５６ 田中 勝春�カシマ 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４９０± ０２：３４．６７ ４．４�
６１１ マチカネヒヨドリ 牡５栗 ５７ 内田 博幸吉田 千津氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４５８－ ６２：３４．９１� ２３．４�
２３ ロ ッ ソ ネ ロ 牡５鹿 ５７ 丸山 元気 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B５３０－ ２ 〃 クビ ７．５�
８１５� キャトルマン 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一 �キャロットファーム 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム B５４２－ ４２：３５．２１� ６３．６�
１２ メイショウシンドウ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠松本 好雄氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４８６－ ８２：３５．４１� ５２．１	
５９ クラブトゥギャザー 牡５鹿 ５７ M．デムーロ堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９８＋１０２：３５．７２ ６．３


（伊）

７１３ ロジサイレンス 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム B４６２± ０２：３６．４４ ３．４�
３５ キーネプチューン 牡５鹿 ５７ 武 豊北前孔一郎氏 田所 秀孝 様似 小田 誠一 ４８０＋１０２：３６．５� ３６．３�
４７ ローンウルフ 牡６栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４８２＋ ４２：３６．７１� ３０．９
４８ � アルファオリオン 牡８鹿 ５７ 三浦 皇成�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 B４６４－ ２２：３６．８� １４．４�
１１ オリオンザアルファ 牡４黒鹿５６ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４８０± ０２：３６．９� ２１．１�
８１６ ソルモンターレ 牡５鹿 ５７ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 B４６０＋ ４２：３７．３２� １１．６�
６１２ エ バ ー モ ア 牡７鹿 ５７

５４ ▲平野 優圓城 正男氏 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４９２± ０２：３７．６２ ３０９．０�
５１０ ジェットヴォイス 牡４鹿 ５６ 丸田 恭介本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 ４９２－ ４２：３８．５５ １６０．３�
２４ � ミ ル ク マ ン 牡４鹿 ５６ A．クラストゥス 山本 英俊氏 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ５２８－ ８２：４０．１１０ ３２．６�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，６５８，０００円 複勝： ６０，９３４，０００円 枠連： ３２，９９９，６００円

普通馬連： １２２，５０３，２００円 馬単： ７１，５０４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，２１４，８００円

３連複： １５９，９５４，１００円 ３連単： ２３９，４９６，６００円 計： ７７０，２６５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６３０円 複 勝 � ５９０円 � １９０円 � ４８０円 枠 連（３－７） ５５０円

普通馬連 �� ４，６５０円 馬 単 �� １１，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９８０円 �� ５，２２０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ３１，１２０円 ３ 連 単 ��� １７１，１１０円

票 数

単勝票数 計 ３２６５８０ 的中 � １５７８９（７番人気）
複勝票数 計 ６０９３４０ 的中 � ２３７１４（９番人気）� １０４７４７（２番人気）� ２９９７１（７番人気）
枠連票数 計 ３２９９９６ 的中 （３－７） ４４６０１（１番人気）
普通馬連票数 計１２２５０３２ 的中 �� １９４６１（１９番人気）
馬単票数 計 ７１５０４８ 的中 �� ４４５０（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０２１４８ 的中 �� ６２９４（２３番人気）�� ２３２３（５８番人気）�� ７６４１（１８番人気）
３連複票数 計１５９９５４１ 的中 ��� ３７９４（１０１番人気）
３連単票数 計２３９４９６６ 的中 ��� １０３３（５６８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．５―１３．２―１２．７―１２．８―１３．３―１３．０―１３．２―１２．８―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２４．４―３６．９―５０．１―１：０２．８―１：１５．６―１：２８．９―１：４１．９―１：５５．１―２：０７．９―２：２０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リバティバランス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．１２．２７ 中山１２着

２００７．３．１３生 牡４黒鹿 母 エ ア ピ ー ス 母母 ジョイアスピルエット ９戦３勝 賞金 ２７，３２０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミルクマン号は，平成２３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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ジーガートップ号・メジロティモン号・リネンタキシード号
※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。



０３０９３ ２月２０日 曇 良 （２３東京１）第８日 第９競走 ��
��１，８００�セントポーリア賞

発走１４時２５分 （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３６ ヒラボクインパクト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４６６± ０１：４８．３ １２．５�

４８ メイショウトチワカ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４６４＋ ８ 〃 ハナ １９．６�
１１ カピオラニパレス 牡３芦 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５０６± ０ 〃 クビ ５．７�
１２ プランスデトワール 牡３芦 ５６ A．クラストゥス 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：４８．４クビ １３．６�

（仏）

７１３ ヴェルデグリーン 牡３栗 ５６ 松岡 正海斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６４± ０ 〃 アタマ ６．２�
５１０ ミレニアルドリーム 牡３芦 ５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム ４７８＋ ２１：４８．５� １１．１	
５９ テラノコブラ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝寺田 寿男氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７０－ ６１：４８．９２� ５６．１

２４ ラヴェルソナタ 牡３鹿 ５６ U．リスポリ �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ２１：４９．０� ３．４�

（伊）

８１６ サクラフローレス 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 西村 和夫 ４５６－ ６１：４９．１� ２１．７�
６１２ ショウナンバーズ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９６－ ４１：４９．３１ ３０．６
８１５� シーグランディ 牡３鹿 ５６ 菅原 勲玉田 博志氏 佐藤 雅彦 新冠 中地 義次 ４７８＋ ６１：４９．４� ２７９．５�

（岩手） （岩手）

６１１ リヴェレンテ 牡３青鹿５６ M．デムーロ �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム ５００－ ２１：４９．６１	 ５．３�
（伊）

３５ エ ン リ ル 牡３栃栗５６ 福永 祐一前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４－ ４ 〃 アタマ ２３８．１�
２３ ヒカリキャピタル 牡３鹿 ５６ 幸 英明當山 �則氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 ４６２＋ ２１：４９．７� ３７．０�
７１４� スベスベヨークン 牡３青鹿５６ 増沢由貴子鍵谷 篤宏氏 照沼 一二 様似 山本 和彦 ４４２＋ １１：４９．８クビ ４０７．４�

（川崎）

４７ グレートマッハ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人南澤敬之介氏 後藤 由之 日高 シンボリ牧場 ４９２－ ８１：４９．９� ９０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６０，７８７，４００円 複勝： ８７，５６３，０００円 枠連： ３７，４３６，２００円

普通馬連： １８７，５３９，８００円 馬単： １０４，５８０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，８１３，７００円

３連複： ２１４，４０８，５００円 ３連単： ３７３，３９８，８００円 計： １，１２８，５２８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ３５０円 � ４７０円 � ２２０円 枠 連（３－４） ７，３７０円

普通馬連 �� ９，０４０円 馬 単 �� １６，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４２０円 �� １，１１０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� １２，０２０円 ３ 連 単 ��� １０１，９２０円

票 数

単勝票数 計 ６０７８７４ 的中 � ３８５７１（６番人気）
複勝票数 計 ８７５６３０ 的中 � ６５０４８（６番人気）� ４３９８９（７番人気）� １１９０９９（３番人気）
枠連票数 計 ３７４３６２ 的中 （３－４） ３７５０（２８番人気）
普通馬連票数 計１８７５３９８ 的中 �� １５３１１（３８番人気）
馬単票数 計１０４５８０８ 的中 �� ４６８２（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２８１３７ 的中 �� ６２４３（３４番人気）�� １４１７４（１２番人気）�� １３４３３（１４番人気）
３連複票数 計２１４４０８５ 的中 ��� １３１７５（４５番人気）
３連単票数 計３７３３９８８ 的中 ��� ２７０４（３５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３６．０―４８．２―１：００．８―１：１３．３―１：２４．６―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．０

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１０．６．２７ 福島１着

２００８．３．１７生 牡３鹿 母 ドリームカムカム 母母 ドリーミングガール ３戦２勝 賞金 １９，８９４，０００円
※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 サトノタイガー号
※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。

０３０９４ ２月２０日 曇 良 （２３東京１）第８日 第１０競走 ��
��１，６００�

は つ ね

初音ステークス
発走１５時００分 （芝・左）

牝，４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

４４ トゥニーポート 牝４黒鹿５５ 内田 博幸�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４５８＋ ４１：３６．１ １６．５�

２２ エオリアンハープ 牝５栗 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４６－ ４ 〃 ハナ １２．５�
３３ ソーマジック 牝６鹿 ５５ 三浦 皇成吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム B５１６－ ４ 〃 アタマ ５．０�
８１３ クーデグレイス 牝５黒鹿５５ U．リスポリ吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ５０２＋２４ 〃 アタマ １３．２�

（伊）

５７ レディアルバローザ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 新ひだか ケイアイファーム ４７０－ ６ 〃 ハナ ３．２�
８１２ アグネスミヌエット 牝６鹿 ５５ 岩田 康誠渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４３２－ ６１：３６．３１� ４７．４	
７１１ ニーマルオトメ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝板橋 秋氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 B４９２－ ２ 〃 ハナ ２１．３

７１０ スペルバインド 牝６鹿 ５５ 武 豊 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ５０６－ ６ 〃 ハナ ８．３�
４５ ホーカーハリケーン 牝５青鹿５５ 蛯名 正義 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４９２－ ４１：３６．４クビ ５．９�
６９ テイラーバートン 牝４鹿 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７２－ ４ 〃 ハナ ７．５
５６ ラフレッシュブルー 牝６栗 ５５ 池添 謙一 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４５６± ０１：３６．５� １２３．９�
６８ ワルキューレ 牝７青 ５５ 幸 英明岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 B５０４－ ６１：３６．６	 ８１．８�
１１ キュートエンブレム 牝６鹿 ５５ M．デムーロ �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４６６＋１２１：３６．９２ ５９．０�

（伊）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５６，３１１，１００円 複勝： ９４，５９１，４００円 枠連： ４１，６３０，２００円

普通馬連： ２２３，３９４，７００円 馬単： １２７，４６８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７１，８１６，６００円

３連複： ２５２，８１０，４００円 ３連単： ４７５，０２０，３００円 計： １，３４３，０４３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６５０円 複 勝 � ５１０円 � ３７０円 � ２２０円 枠 連（２－４） ３，２４０円

普通馬連 �� １０，３３０円 馬 単 �� １８，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５１０円 �� １，１７０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� １３，３６０円 ３ 連 単 ��� ９８，６７０円

票 数

単勝票数 計 ５６３１１１ 的中 � ２６９２３（８番人気）
複勝票数 計 ９４５９１４ 的中 � ４３９７５（９番人気）� ６４５６８（６番人気）� １３３８３５（２番人気）
枠連票数 計 ４１６３０２ 的中 （２－４） ９４９５（１６番人気）
普通馬連票数 計２２３３９４７ 的中 �� １５９７４（３４番人気）
馬単票数 計１２７４６８７ 的中 �� ５１７４（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７１８１６６ 的中 �� ６８６３（３３番人気）�� １５３６２（１８番人気）�� １７１０４（１３番人気）
３連複票数 計２５２８１０４ 的中 ��� １３９６９（５２番人気）
３連単票数 計４７５０２０３ 的中 ��� ３５５３（３３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．４―３６．８―４９．３―１：０１．８―１：１２．８―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥニーポート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．７．２５ 小倉２着

２００７．４．１１生 牝４黒鹿 母 ピサノロッセル 母母 サチノステップ １７戦４勝 賞金 ６８，１２９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※ワルキューレ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



０３０９５ ２月２０日 曇 良 （２３東京１）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第２８回フェブラリーステークス（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （ダート・左）

４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減
日本馬主協会連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９４，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，４００，０００円
付 加 賞 ３，４８６，０００円 ９９６，０００円 ４９８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：３４．６
１：３３．３
１：３４．６

稍重

良

稍重

６１２ トランセンド 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１４＋ ２１：３６．４ ３．５�

７１３� フ リ オ ー ソ 牡７栗 ５７ M．デムーロダーレー・ジャパン・ファーム� 川島 正行 新冠 ハシモトフアーム B５０６－ １１：３６．６１� ５．５�
（船橋） （伊）

３５ バーディバーディ 牡４黒鹿５７ 池添 謙一里見美惠子氏 池江 泰郎 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋ ６ 〃 クビ ７．３�
４７ ダノンカモン 牡５黒鹿５７ U．リスポリ�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５２６± ０１：３６．８１	 ７．６�

（伊）

８１６ マチカネニホンバレ 牡６鹿 ５７ A．クラストゥス 吉田 千津氏 藤沢 和雄 門別 待兼牧場 B５３８－１０１：３６．９クビ １３．４�
（仏）

３６ クリールパッション 牡６鹿 ５７ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４９０＋１４１：３７．３２� １５０．０	
２４ 
 ライブコンサート �７黒鹿５７ 福永 祐一グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４７４－ ４ 〃 ハナ ６０．１

８１５ シルクメビウス 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠有限会社シルク領家 政蔵 日高 森本牧場 ４９４＋ １ 〃 ハナ １０．４�
５１０ ダイシンオレンジ 牡６鹿 ５７ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ４９８－ ４１：３７．４クビ ３８．２�
４８ 
 ビクトリーテツニー 牡７栗 ５７ 三浦 皇成榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge

Farm ４８０－１４１：３７．５� ２３５．９
２３ ダイショウジェット 牡８鹿 ５７ 柴山 雄一馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ５６２－ ６１：３７．６� １２４．４�
１１ オーロマイスター 牡６鹿 ５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ５２２＋１８ 〃 クビ ２４．０�
６１１ メイショウタメトモ 牡６鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 斉藤 英 ４４２－ ４１：３８．１３ ６４．３�
７１４ セイクリムズン 牡５黒鹿５７ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ５１４＋ ６ 〃 クビ ５．１�
５９ パワーストラグル 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B４６６＋ ２１：３８．６３ １４９．７�
１２ 
 コスモファントム 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ５１２＋ ６１：３８．９２ ２７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６４，４７６，８００円 複勝： ４５４，０７０，８００円 枠連： ３８３，８７７，５００円

普通馬連： １，９０２，３８４，５００円 馬単： ９８８，５９４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５１９，３５５，２００円

３連複： ２，４４３，７６２，５００円 ３連単： ５，２８５，８７３，４００円 計： １２，３４２，３９５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � ２２０円 枠 連（６－７） ４８０円

普通馬連 �� １，１００円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ５６０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ３，２００円 ３ 連 単 ��� １２，２４０円

票 数

単勝票数 計３６４４７６８ 的中 � ８２２３５５（１番人気）
複勝票数 計４５４０７０８ 的中 � ９１９９１４（１番人気）� ５０４６０９（５番人気）� ５０６７０９（４番人気）
枠連票数 計３８３８７７５ 的中 （６－７） ６０１４２１（１番人気）
普通馬連票数 計１９０２３８４５ 的中 �� １２８２２０２（２番人気）
馬単票数 計９８８５９４６ 的中 �� ３５７８１２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５１９３５５２ 的中 �� ２７２５４４（３番人気）�� ２３１６９０（５番人気）�� １４３０７７（１２番人気）
３連複票数 計２４４３７６２５ 的中 ��� ５６４３６４（７番人気）
３連単票数 計５２８５８７３４ 的中 ��� ３１８８４８（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．７―４７．９―１：００．１―１：１２．２―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３６．３
３ ・（１２，１６）（１０，１１，１４）（２，５）（４，６，７，９）（１５，１３）（１，３）－８ ４ ・（１２，１６）（１０，１４）（１１，５）（２，６，７，９）（４，１，１５，１３）３，８

勝馬の
紹 介

トランセンド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．２．１４ 京都２着

２００６．３．９生 牡５鹿 母 シネマスコープ 母母 ブルーハワイ １４戦８勝 賞金 ３９３，７１６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 クイックリープ号・タガノジンガロ号・テスタマッタ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０３０９６ ２月２０日 曇 良 （２３東京１）第８日 第１２競走 ��
��１，６００�東京ウインタープレミアム

発走１６時２５分 （ダート・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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

１２ ロラパルーザ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ５０８－ ２１：３８．３ ２．３�

２４ セ イ リ オ ス 牡４鹿 ５７ M．デムーロ �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４９４＋１０１：３８．７２� ４．１�
（伊）

２３ � メダリアビート 牡５黒鹿５７ F．ベリー 門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse
Farm, Inc. ４７４＋ ８１：３９．０１	 １４．２�

（愛）

３６ ガンマーバースト 牡４鹿 ５７ 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ４８８－ ６ 〃 ハナ １０．５�
７１４ ミダースタッチ 牡６栗 ５７ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５４４－ ６ 〃 ハナ １５．５�
５１０ バ ル ー ン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４９４－ ２１：３９．２１� ３３．７	
７１３ ビギンマニューバー 
６黒鹿５７ 三浦 皇成前田 晋二氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００＋ ６１：３９．３クビ １８．６

４８ タマモグレアー 
７鹿 ５７ 吉田 隼人タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５２２＋１６ 〃 ハナ ７８．４�
８１６ メメビーナス 牝４青鹿５５ 武 豊本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４６０－１０１：３９．４	 １４．０�
８１５ ディアマジェスティ 牡５黒鹿５７ 柴原 央明寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４６０－ ２１：３９．５� １８２．２
６１２ ヒラボクビジン 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４５０＋ ２１：３９．６	 １２．９�
１１ � ギシアラバストロ 牡７青鹿５７ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-

agement, LLC ４９２＋ ２１：４０．１３ １５０．０�
４７ カネスラファール 牡７黒鹿５７ 田中 勝春杉澤 光雄氏 伊藤 大士 門別 坂 牧場 ４９０－ ８１：４０．２クビ ２２７．６�
５９ � アークビスティー 牡５鹿 ５７ 丸山 元気備前島敏子氏 矢作 芳人 米 Darrell Brown

and Lendy Brown ５３２－ ６１：４０．７３ ４９．７�
６１１ メジロファルカル 牡８鹿 ５７ 黛 弘人�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５１６＋１６１：４０．８� ５３４．９�
３５ � アロマンシェス 牡７鹿 ５７ 幸 英明伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６８－ ２１：４０．９	 ２９１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９４，３９３，６００円 複勝： １４３，７７８，６００円 枠連： ８５，１８５，７００円

普通馬連： ３４８，３５９，６００円 馬単： ２１５，１５１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １３０，２３６，８００円

３連複： ４５６，２８１，７００円 ３連単： ９４１，９１６，７００円 計： ２，４１５，３０３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � ２８０円 枠 連（１－２） ３４０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５３０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� ４，６４０円

票 数

単勝票数 計 ９４３９３６ 的中 � ３４１５２２（１番人気）
複勝票数 計１４３７７８６ 的中 � ４６０６７５（１番人気）� ２６２１７３（２番人気）� ９４８７９（６番人気）
枠連票数 計 ８５１８５７ 的中 （１－２） １９７０２９（１番人気）
普通馬連票数 計３４８３５９６ 的中 �� ６９７８０９（１番人気）
馬単票数 計２１５１５１２ 的中 �� ２６０４５９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３０２３６８ 的中 �� ２１２２２４（１番人気）�� ５８４２０（５番人気）�� ３２４０５（１１番人気）
３連複票数 計４５６２８１７ 的中 ��� ２２８２７２（３番人気）
３連単票数 計９４１９１６７ 的中 ��� １５９８６９（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３６．７―４９．４―１：０２．２―１：１４．５―１：２６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３６．１
３ １１，１３，１０（６，８）３，１４（９，７）（１，１２，４）５（１６，１５）－２ ４ １１（１３，１０）（６，８）（３，１４）（１，９，７）４（５，１２）（１６，１５）２

勝馬の
紹 介

ロラパルーザ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．７．１２ 函館２着

２００６．５．１０生 牡５鹿 母 フェアナタリー 母母 フェアディール ２３戦５勝 賞金 １２４，４１７，０００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） ４頭 サイモントルナーレ号・サンマルセイコー号・バロンビスティー号・ロンギングスター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２３東京１）第８日 ２月２０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 １８６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

３７０，０９０，０００円
１，０９０，０００円
２２，５６０，０００円
６，４７０，０００円
３４，９５０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６４，８８８，０００円
５，４０２，０００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
７９５，５１３，６００円

１，１９７，６１７，８００円
７４０，６７９，１００円

３，３４６，０６９，３００円
１，８９７，２１４，３００円
１，０６８，２８１，１００円
４，２４５，６９６，２００円
８，５０９，０２４，１００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 ２１，８００，０９５，５００円

総入場人員 ５３，５８４名 （有料入場人員 ５１，９９２名）



平成２３年度 第１回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４６６頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２，０７７，４７０，０００円
１９，２７０，０００円
１２５，８３０，０００円
１８，８１０，０００円
１９６，４６０，０００円

９６３，０００円
９６３，０００円

５１６，２８５，０００円
４３，２２０，４００円
１４，５１３，４００円

勝馬投票券売得金
３，９０７，２６１，４００円
６，２６８，４０３，５００円
３，４３８，７７２，９００円
１４，５１７，１６９，３００円
８，６１８，２４６，４００円
４，９０１，２２１，９００円
１７，６６６，５０９，６００円
３４，４７７，８７３，２００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 ９３，７９５，４５８，２００円

総入場延人員 ２６７，３２５名 （有料入場延人員 ２５７，８５７名）


