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０３０７３ ２月１８日 晴 良 （２４東京１）第７日 第１競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳

発走１０時１５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

１２ トニーポケット 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義藤田 浩氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー
ム新冠支場 ４７６＋ ４２：１７．７ ２．８�

８１５ ミヤビエスペランサ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 ４８８± ０２：１７．８� ５．７�
４７ オパールパワー 牡３芦 ５６ 木幡 初広居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ５４６ ―２：１８．０１ ８８．１�
１１ オールキャスト 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８－ ６２：１８．２１� ８．６�
３５ カムイビスティー 牡３鹿 ５６ 小牧 太備前島敏子氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４５６＋ ６２：１８．５２ １２．６�
５１０ レッドアヴァロン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 浜本牧場 ４８８± ０２：１８．６クビ １３．５�
２３ ディアスピリトゥス 牡３鹿 ５６ 江田 照男�樽さゆり氏 菊川 正達 新冠 長浜牧場 B４６０± ０２：１８．７� １２７．４	
２４ イルポスティーノ 牡３栗 ５６ T．クウィリー 
サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B５０４－ ２ 〃 クビ ４．６�

（英）

７１４ ベニノアロー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀�紅谷 新開 幸一 新冠 安達 洋生 B４５８＋ ４２：１９．０２ ５３．４�
７１３ コ メ ッ ク ス 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介堤 賢一氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 ４７４－ ６２：１９．８５ ２１．５
６１１ ダニーボーイ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上 悦夫 ４８４－ ２２：２０．１２ １３０．９�
６１２ シャイニーパルス 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥小林 昌志氏 田中 清隆 平取 雅 牧場 ５２０＋ ４２：２０．４２ １１７．０�
８１６ ショウナンカンパク 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優国本 哲秀氏 大和田 成 新ひだか 静内フアーム ４７４± ０２：２０．５� １８０．４�
３６ ボンジュールエール 牡３栗 ５６ 三浦 皇成田中善次郎氏 高木 登 新ひだか 前川 正美 ４６２± ０２：２０．６� １１．６�
４８ タイセイデステニー 牡３栗 ５６ 横山 典弘田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 ４８０－１２２：２０．９１� ３０．９�
５９ トーセンオウジ 牡３栗 ５６ 田中 博康島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか ヒサイファーム ５０２＋ ４２：２１．１１� ９９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，８６９，９００円 複勝： ４４，８８０，１００円 枠連： １８，３４２，９００円

馬連： ６１，６９８，１００円 馬単： ３７，５７２，９００円 ワイド： ２８，８８３，７００円

３連複： ８６，０１４，７００円 ３連単： １２４，３８１，３００円 計： ４２４，６４３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ２，２５０円 枠 連（１－８） ６４０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ５，３５０円 �� ６，０００円

３ 連 複 ��� ３０，９４０円 ３ 連 単 ��� ９５，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２２８６９９ 的中 � ６６０７３（１番人気）
複勝票数 計 ４４８８０１ 的中 � １０７０９７（１番人気）� ６８８４７（３番人気）� ３３９２（１３番人気）
枠連票数 計 １８３４２９ 的中 （１－８） ２１３８９（２番人気）
馬連票数 計 ６１６９８１ 的中 �� ５７０８８（２番人気）
馬単票数 計 ３７５７２９ 的中 �� １９７０９（２番人気）
ワイド票数 計 ２８８８３７ 的中 �� １９２７２（２番人気）�� １２４８（４７番人気）�� １１１１（５０番人気）
３連複票数 計 ８６０１４７ 的中 ��� ２０５２（８３番人気）
３連単票数 計１２４３８１３ 的中 ��� ９６０（２８１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．６―１３．５―１３．２―１３．５―１３．６―１３．７―１３．５―１２．８―１２．１―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．７―３２．２―４５．４―５８．９―１：１２．５―１：２６．２―１：３９．７―１：５２．５―２：０４．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

トニーポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１２．１．９ 京都３着

２００９．３．２２生 牡３鹿 母 デビルインマインド 母母 シーキングロイヤル ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ユニヴェール号
※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。

０３０７４ ２月１８日 晴 良 （２４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４５分 （ダート・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

１１ クラウディーハート 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成ディアレスト 田村 康仁 浦河 有限会社
松田牧場 ４６６ ―１：２８．９ ４．９�

６１０ パトリックスデイ 牡３芦 ５６ 小牧 太 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４５０ ― 〃 クビ １７．９�
３５ アポロダッシュ 牡３栗 ５６ 木幡 初広アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 ４５４ ―１：２９．３２� １４．７�
５８ カーラノーチェ 牝３黒鹿５４ 伊藤 直人�日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム ４６８ ―１：２９．７２� ４１．８�
８１５ ボンジュールスカイ 牡３鹿 ５６ 岩部 純二田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５４０ ― 〃 クビ ４４．３�
８１４ ファイアーアゲン 牝３栗 ５４ 武士沢友治浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 ４８２ ―１：２９．９１� ４５．６�
３４ カラドリウス 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優 �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 ４７４ ―１：３０．１１� ６４．５	

５９ スターライラック 牝３鹿 ５４ 丸山 元気庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 ４７４ ―１：３０．２クビ １３６．３

４６ ブルードラゴン 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次大久保和夫氏 水野 貴広 日高 厚賀古川牧場 ４８６ ―１：３０．５１� １１１．２�
６１１ ヒラボクボス 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝�平田牧場 大竹 正博 浦河 大北牧場 ４９２ ―１：３０．７１ １．７
２３ サクセスベルーナ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸�嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム B４５２ ―１：３１．８７ ７．３�
２２ ダイワフランク 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 折手牧場 ５２２ ― 〃 クビ ３１．６�
７１３ シャイニングモア 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 ５３６ ―１：３１．９クビ ２１．４�
４７ ヒールアンドトゥ 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 野坂牧場 ４２０ ―１：３２．４３ １３４．８�
７１２ スペシャルリリー 牝３栗 ５４ 的場 勇人喜田 啓照氏 田島 俊明 日高 本間牧場 ４６４ ―１：３４．８大差 ３９．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，５７８，７００円 複勝： ３５，３５９，９００円 枠連： １６，８８３，６００円

馬連： ４９，９０６，９００円 馬単： ３８，６３５，９００円 ワイド： ２２，８９４，２００円

３連複： ６１，４９４，８００円 ３連単： １０２，６９８，８００円 計： ３５０，４５２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � ４２０円 � ３８０円 枠 連（１－６） ３７０円

馬 連 �� ３，９１０円 馬 単 �� ５，９６０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� ８９０円 �� ２，２９０円

３ 連 複 ��� １１，８１０円 ３ 連 単 ��� ４８，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２２５７８７ 的中 � ３６７５１（２番人気）
複勝票数 計 ３５３５９９ 的中 � ６１２８３（２番人気）� １９５１５（５番人気）� ２２３６６（４番人気）
枠連票数 計 １６８８３６ 的中 （１－６） ３３８４４（１番人気）
馬連票数 計 ４９９０６９ 的中 �� ９４２６（１３番人気）
馬単票数 計 ３８６３５９ 的中 �� ４７８８（１９番人気）
ワイド票数 計 ２２８９４２ 的中 �� ５６６５（９番人気）�� ６５１２（７番人気）�� ２３８７（２４番人気）
３連複票数 計 ６１４９４８ 的中 ��� ３８４３（３６番人気）
３連単票数 計１０２６９８８ 的中 ��� １５５９（１３６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．２―１３．４―１３．０―１２．８―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３６．２―４９．６―１：０２．６―１：１５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウディーハート �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Southern Halo 初出走

２００９．３．２０生 牝３鹿 母 サザンシーラ 母母 オージーカンパニー １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔制裁〕 カラドリウス号の騎手平野優は，３コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことについて過怠金

１０，０００円。（２番への進路影響）
※出走取消馬 リブストロング号（疾病〔感冒〕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５１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）５１頭 アクセラレーター号・アッティモ号・アルマサント号・アンアヴェンジド号・ヴィアフェラータ号・

エンギロティタ号・オーバーターゲット号・カネトシミント号・カハラビスティー号・ガーディアンギフト号・
キングユウヤ号・グランラファル号・コトブキハレスガタ号・ゴールドルーキー号・サフィニアート号・
サンマルジャパン号・ショウナンワヒネ号・ジョウノカーラ号・シルクバーニッシュ号・シルクフュージョン号・
シーキングザローズ号・シーズマイタイプ号・スカイアクセス号・スーパーピロボール号・タニノマイルストン号・
ダンシングスタイル号・チェリーソング号・ツァボライト号・ディーズプリンセス号・デルマライジン号・
トゥザパールスター号・トリッキーダンス号・ドントブリンク号・トーセンスプレンダ号・トーセンワンダー号・
ハローキューチャン号・パーフェクトダイヤ号・ヒカルマイソング号・ビーキュート号・プリンチペッサ号・
フルールドセリジェ号・ヘイハチスカイ号・ベリベリハッピー号・マウントゼンノエ号・ミュルティス号・
モンサンジュピター号・ライトマキシマム号・ラッセルフット号・ラブソングフォナナ号・リネンロイヤル号・
レディシェーバー号

第１回 東京競馬 第７日



０３０７５ ２月１８日 晴 良 （２４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１５分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１１ フジキラメキ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 前川 正美 ４５６－１０１：４１．２ ６．０�

８１５ シャングリラ 牝３栗 ５４ 吉田 豊田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４３０± ０１：４１．５１� １３．９�
２４ タニセンヴォイス 牝３栗 ５４ 松岡 正海染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４４８－ ２１：４１．７１� ３．１�
４７ レットイットスノー 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４６４－ ８１：４２．０１� ６．４�
５１０ ユ キ ム ス メ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 ４１４－ ２１：４２．３１� １９．４�
１２ ティアップハッピー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人田中 昇氏 高木 登 日高 天羽牧場 ５００± ０ 〃 クビ １５．４�
１１ ミスハレクラニ 牝３黒鹿５４ 小牧 太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６－ ８１：４２．８３ １２．９	
７１４ ホシニイノリヲ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５０６＋ ８ 〃 クビ ９９．１

７１３ ア ズ キ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４３２± ０１：４２．９� ７．９�
３６ キャリアハイ 牝３青鹿５４ 小林 淳一島田 久氏 小西 一男 日高 今井牧場 ４４８ ―１：４３．４３ １１６．３�
５９ ロ ザ ラ イ ン 牝３鹿 ５４ 津村 明秀吉田 正志氏 加藤 征弘 安平 追分ファーム ４４６＋ ２１：４３．５クビ １１１．８
４８ コトノクリチャン 牝３栗 ５４ 木幡 初広栗本 博晴氏 石毛 善彦 浦河 駿河牧場 ４５０＋ ４１：４４．０３ ２２４．７�
８１６ カレイメモワール 牝３栗 ５４ 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５４＋ ８１：４４．３１� ２３．８�
２３ デンジャラスゲーム 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠ロイヤルパーク 白井 寿昭 浦河 平成ファーム ４５０－ ８ 〃 ハナ ３７．５�
３５ ゲンパチラヴダンス 牝３鹿 ５４ 丸山 元気平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 尚大 ５０４＋ ２１：４５．４７ ８３．２�
６１２ アイティローズ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４５０－ ２１：４６．７８ ９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，８８３，４００円 複勝： ４５，５３４，３００円 枠連： １９，８４１，０００円

馬連： ６６，７６６，８００円 馬単： ４１，８２７，７００円 ワイド： ３０，１５６，８００円

３連複： ８４，５２２，１００円 ３連単： １２２，１６８，３００円 計： ４３６，７００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １７０円 � ３１０円 � １４０円 枠 連（６－８） １，４６０円

馬 連 �� ４，０７０円 馬 単 �� ６，７３０円

ワ イ ド �� １，０６０円 �� ３００円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ３，３７０円 ３ 連 単 ��� ２６，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２５８８３４ 的中 � ３４３３１（２番人気）
複勝票数 計 ４５５３４３ 的中 � ７３２１２（２番人気）� ２８４７３（７番人気）� １１５６３１（１番人気）
枠連票数 計 １９８４１０ 的中 （６－８） １００４７（６番人気）
馬連票数 計 ６６７６６８ 的中 �� １２１２６（１６番人気）
馬単票数 計 ４１８２７７ 的中 �� ４５８７（３２番人気）
ワイド票数 計 ３０１５６８ 的中 �� ６５０４（１３番人気）�� ２８３８７（１番人気）�� ７４７６（１１番人気）
３連複票数 計 ８４５２２１ 的中 ��� １８５３５（６番人気）
３連単票数 計１２２１６８３ 的中 ��� ３４６６（５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３５．９―４９．２―１：０２．６―１：１５．５―１：２８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．０―３F３８．６
３ ・（３，４）（５，１３）２（１，１２，１０）－（７，１５）（６，９，８，１６）１１－１４ ４ ・（３，４）（５，１３）（２，１）（１２，１０）（７，１５）（６，９）１６（８，１１）１４

勝馬の
紹 介

フジキラメキ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー ２０１１．１０．２３ 東京８着

２００９．３．１１生 牝３鹿 母 ナヴィガトリア 母母 プリンセスシラオキ ７戦１勝 賞金 ９，６５０，０００円
〔制裁〕 レットイットスノー号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１２番への進路

影響）
〔その他〕 アイティローズ号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。
（非抽選馬） ８頭 アンゲルスノーヴス号・エンムハチナナ号・タケデンザビエル号・トウカイウインク号・トランスレイション号・

ビューティワイルド号・ブレイブレディ号・レディーピース号

０３０７６ ２月１８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４東京１）第７日 第４競走 ��３，１００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４５分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金４００万円超過馬は
超過額３００万円毎１�増
本 賞 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：２４．５良・良

８１４ アグネスラナップ 牡７青 ６０ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５０６－１０３：２９．０ ７．３�

６９ ショウナンサミット 牡６栗 ６０ 平沢 健治国本 哲秀氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６＋１２３：２９．８５ １３４．５�

３３ バ イ ヨ ン 牡７栗 ６２ 穂苅 寿彦 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ ５．５�
２２ � ボンジュールヒカリ 牡５栗 ６０ 山本 康志田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 ５２０＋１４３：３０．０１� ４０．４�
１１ リアルヴィクトリー 牡７鹿 ６２ 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４９０± ０３：３０．１クビ ２０．４�
７１１ ハ ク サ ン 牡６黒鹿６０ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４４８＋ ８３：３０．２� １１．９�
６１０ スズマーシャル 牡６栗 ６０ 鈴木 慶太成田 隆好氏 小西 一男 三石 小河 豊水 ４８４± ０３：３０．３� １０１．３	
８１３� ファイトシーン 牡８黒鹿６０ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５０－ ２３：３０．４クビ １９．２

７１２ サトノバロン �６黒鹿６０ 横山 義行里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５２８＋ ６３：３０．８２� １．９�
４６ ビヨンドマックス 牡６鹿 ６０ 西谷 誠松岡 隆雄氏 増本 豊 門別 下河辺牧場 ５３６－ ８３：３０．９クビ １７．８�
３４ � レ ン デ ィ ル �６芦 ６０ 五十嵐雄祐広尾レース 藤沢 和雄 愛 Rockhart

Trading Ltd B４９６＋ ２３：３１．０� １５．８�
５８ ボストンプラチナ 牡５青鹿６０ 草野 太郎ボストンホース 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４６０－ ４３：３１．７４ ９１．４�
５７ コアレスアルダン �６鹿 ６０ 大江原 圭小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 広川 忠久 ４７６＋ ２３：３２．０１	 １４２．３�
４５ アイティゴールド 牡４黒鹿５９ 高野 和馬一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８２－ ４３：３２．９５ ２４．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，５３８，２００円 複勝： ３４，８２０，６００円 枠連： ２０，４３１，１００円

馬連： ４８，２５７，４００円 馬単： ３６，２１９，４００円 ワイド： ２２，１２８，０００円

３連複： ６５，５６４，４００円 ３連単： １１２，７６４，９００円 計： ３５９，７２４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ３１０円 � ４，７８０円 � ２３０円 枠 連（６－８） １１，３９０円

馬 連 �� ９１，７９０円 馬 単 �� １６３，９９０円

ワ イ ド �� ２２，８９０円 �� ７２０円 �� ９，９９０円

３ 連 複 ��� １５７，１００円 ３ 連 単 ��� １，３８７，０１０円

票 数

単勝票数 計 １９５３８２ 的中 � ２１１２９（３番人気）
複勝票数 計 ３４８２０６ 的中 � ３１０２３（３番人気）� １５３０（１３番人気）� ４７１１１（２番人気）
枠連票数 計 ２０４３１１ 的中 （６－８） １３２４（２２番人気）
馬連票数 計 ４８２５７４ 的中 �� ３８８（７１番人気）
馬単票数 計 ３６２１９４ 的中 �� １６３（１３２番人気）
ワイド票数 計 ２２１２８０ 的中 �� ２２９（８０番人気）�� ８１８４（６番人気）�� ５２７（５９番人気）
３連複票数 計 ６５５６４４ 的中 ��� ３０８（１８６番人気）
３連単票数 計１１２７６４９ 的中 ��� ６０（１２４３番人気）

上り １マイル １：４６．１ ４F ５２．４－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスラナップ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００７．１２．１５ 阪神４着

２００５．４．４生 牡７青 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド 障害：４戦２勝 賞金 ２３，４００，０００円
〔制裁〕 ボストンプラチナ号の騎手草野太郎は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金５０，０００円。

ビヨンドマックス号の騎手西谷誠は，２周目８号障害手前で内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）

〔その他〕 サトノバロン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サトノバロン号は，平成２４年３月１８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 イージーウイン号・サンレイランキング号・ミラクルオブレナ号
（非抽選馬） １頭 スーパーマークン号



０３０７７ ２月１８日 晴 良 （２４東京１）第７日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

５１０ タイセイグルーヴィ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 ４６０－ ６１：４９．９ ２．１�

５９ ロンギングダンサー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２＋１４１：５０．０� ６．８�
１１ モジュラーフォーム 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 菊沢 隆徳 むかわ 上水牧場 ５１６＋ ６１：５０．６３� ９．１�
７１４ ラムシーダー 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 ４９２＋ ６ 〃 クビ ２３５．７�
７１３ マイネルピトレスク 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４７０－ ２１：５０．７� ８．４�
４７ ピ エ モ ン テ 牝３栗 ５４ 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４４２－ ２１：５０．８クビ ３２．７�
１２ ナイトホークス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠吉田 和美氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４７６－ ４ 〃 アタマ １０．６	
４８ リバーオリエンタル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊吉田 和美氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４５６－ ６ 〃 ハナ １２．９

３５ デルマジュロウジン �３鹿 ５６ 黛 弘人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４２２－ ８１：５０．９� ５６．７�
３６ メイショウピッケル 牡３鹿 ５６ T．クウィリー松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９２± ０１：５１．０� ６０．２�

（英）

８１５ テイエムサイエンス 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４６－１０１：５１．２１� ３５７．１
２４ ク ロ ク モ �３青鹿５６ 五十嵐雄祐石田 宏氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ４５０－１０ 〃 アタマ ２２８．１�
６１１ メ イ ユ ー ル 牝３芦 ５４ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２１：５１．３クビ ２４５．５�
２３ ナンヨーヤシマ 牡３青鹿５６ 内田 博幸中村 �也氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５２０＋１４ 〃 ハナ ８．３�
６１２ ゴシェナイト 牡３黒鹿５６ 丸山 元気 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ６１：５１．９３� １１５．７�
８１６ マイネエミリー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム ３９４－ ６１：５２．８５ ９１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，４００，７００円 複勝： ５２，２９２，８００円 枠連： ２４，４２４，０００円

馬連： ６７，５４０，１００円 馬単： ４４，３５９，０００円 ワイド： ３０，１４４，１００円

３連複： ８３，７４６，１００円 ３連単： １３７，２３８，５００円 計： ４７１，１４５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � ２３０円 枠 連（５－５） ８９０円

馬 連 �� ９３０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ４３０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ２，１１０円 ３ 連 単 ��� ７，２５０円

票 数

単勝票数 計 ３１４００７ 的中 � １２２６７４（１番人気）
複勝票数 計 ５２２９２８ 的中 � １７２１８８（１番人気）� ５０８６９（３番人気）� ４６２４４（５番人気）
枠連票数 計 ２４４２４０ 的中 （５－５） ２０２７９（５番人気）
馬連票数 計 ６７５４０１ 的中 �� ５３８２１（２番人気）
馬単票数 計 ４４３５９０ 的中 �� ２３５２７（２番人気）
ワイド票数 計 ３０１４４１ 的中 �� ２１８９４（２番人気）�� １８０９８（３番人気）�� ６３２３（１７番人気）
３連複票数 計 ８３７４６１ 的中 ��� ２９４３０（５番人気）
３連単票数 計１３７２３８５ 的中 ��� １３９８０（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．７―３６．５―４８．８―１：０１．３―１：１４．３―１：２６．４―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３５．６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイグルーヴィ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．８．７ 新潟３着

２００９．２．１１生 牡３鹿 母 ノーザンヴィーナス 母母 ダボナアンビション ９戦１勝 賞金 １５，４５０，０００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。
（非抽選馬） ５頭 アールデュラン号・トミケンアニマード号・マジックポスト号・ミヤコデラックス号・ロジサンデー号
※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。

０３０７８ ２月１８日 晴 良 （２４東京１）第７日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１３時０５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

２４ カリスマアキラ 牡３栗 ５６
５３ ▲嶋田 純次ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４５４－ ４１：２７．１ ７．６�

１１ ス カ ー レ ル 牝３栗 ５４ 三浦 皇成吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：２７．２� １３．６�
５９ オーシュペール 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ４５６－ ４１：２７．４１� ５．２�
７１３ リプレイスインディ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 静内酒井牧場 ４８２＋ ４１：２７．５� １７２．６�
２３ カフェシュプリーム 牡３鹿 ５６ 横山 義行西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５１０＋ ６１：２７．７１� ６．２�
３５ フェアリーガーデン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 ４３２± ０１：２８．１２� ２４．２�
７１４ コウセイコタロウ 牡３黒鹿５６ 津村 明秀杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 ４７４＋ ２１：２８．２� ４９．８	
４８ スズノライジン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ５０８－ ２１：２８．３� １５．１

６１１ ミルキーブロード 牝３芦 ５４ 岩田 康誠半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７２－ ６１：２８．４クビ ２．７�
８１６ ヘンリーフォンテン 牡３鹿 ５６ 丸山 元気吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 ４６８－ ２１：２８．６１� １９．９
４７ サーストンデンバー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 ４８８＋ ４１：２９．０２� １０６．０�
３６ ヴィレビスティー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 ４９６－ １１：２９．８５ １７７．７�
５１０ セイファート 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �サンデーレーシング 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：２９．９� １３８．５�
６１２ シルクブルックリン 牡３黒鹿５６ T．クウィリー 有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 B５３８－ ６ 〃 ハナ ９．１�

（英）

１２ � プラススキーラブ 牝３黒鹿５４ 田中 博康鈴木与四郎氏 高橋 祥泰 日高 船越牧場 ４２８－ ４１：３０．３２� ２５８．５�
８１５� コウギョウクロス 牡３鹿 ５６ 小島 太一菊地 捷士氏 小島 太 日高 下河辺牧場 ４８８＋ ６１：３０．４クビ １６７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，１０４，５００円 複勝： ５７，１２２，５００円 枠連： ２２，９０８，１００円

馬連： ８０，３２６，４００円 馬単： ４７，４３０，８００円 ワイド： ３７，０３５，４００円

３連複： ９７，６４６，６００円 ３連単： １５６，８２５，８００円 計： ５２９，４００，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２３０円 � ４００円 � ２１０円 枠 連（１－２） １，７２０円

馬 連 �� ４，０９０円 馬 単 �� ８，４３０円

ワ イ ド �� １，１２０円 �� ８６０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ７，４００円 ３ 連 単 ��� ５６，３８０円

票 数

単勝票数 計 ３０１０４５ 的中 � ３１５６４（４番人気）
複勝票数 計 ５７１２２５ 的中 � ７０９７２（３番人気）� ３２８８６（６番人気）� ７９１４９（２番人気）
枠連票数 計 ２２９０８１ 的中 （１－２） ９８６９（９番人気）
馬連票数 計 ８０３２６４ 的中 �� １４５１８（１７番人気）
馬単票数 計 ４７４３０８ 的中 �� ４１５５（３３番人気）
ワイド票数 計 ３７０３５４ 的中 �� ８１０１（１４番人気）�� １０８０４（８番人気）�� ８５５６（１３番人気）
３連複票数 計 ９７６４６６ 的中 ��� ９７５１（２７番人気）
３連単票数 計１５６８２５８ 的中 ��� ２０５３（１８９番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カリスマアキラ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２０１１．８．６ 新潟１１着

２００９．４．２生 牡３栗 母 ロイヤルアタック 母母 ヌーベルマリエ ８戦２勝 賞金 １７，６００，０００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） ６頭 ヴェルティゴ号・ゴールドゲッター号・タニセンジャッキー号・ダブルスター号・フォルテリコルド号・

フルヒロボーイ号
※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。



０３０７９ ２月１８日 晴 良 （２４東京１）第７日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５１０ ハタノゼフィロス 牡４栗 ５７ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ４８２－ ２１：３９．３ １５．９�

７１３ トルバドゥール 牡４栃栗５７ 田辺 裕信 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４９８＋１６ 〃 クビ ４．０�
７１４� ガルビスティー 牡５鹿 ５７ 北村 宏司備前島敏子氏 伊藤 大士 愛 Janus Blood-

stock Inc ４９２＋ ２１：３９．４クビ ５．６�
６１１ モ ン ク 牡４鹿 ５７ T．クウィリー田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B４９８＋ ４１：３９．５� ６４．０�

（英）

５９ テンゲントッパ 牡４黒鹿５７ 武士沢友治石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５２－ ２１：３９．６	 ３．４�
８１６ メイショウドレイク 牡７黒鹿５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１４＋ ２ 〃 クビ ２１．４�
２３ ダテノスイミー 牡５栗 ５７ 蛯名 正義関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４５８＋ ２１：３９．９１� １１．２	
４８ ニシノオウガイ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４９６＋ ６ 〃 クビ １４．８

１１ ベルモントスコッチ 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ５０２＋ ４１：４０．１� ３６．５�
６１２� ヒラボクソング 牡５芦 ５７ C．デムーロ�平田牧場 角居 勝彦 米 Dr. Masa-

take Iida ５２６＋１６１：４０．３１
 ５１．６
（伊）

１２ ニシノサンタロウ 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５６８－ ２１：４０．５１
 ２０．８�
２４ ロジサイレンス 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４７０＋１４１：４０．８１� ９．１�
３６ テ ル バ イ ク 牡４栗 ５７ 松岡 正海加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ ４６６＋ ６１：４１．１１� ５０．６�
８１５� デルマクリシュナ 牡４栗 ５７ 田中 博康浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ５００＋ ４ 〃 クビ ４９．０�
３５ �� ホウショウキング 牡４芦 ５７ 丸山 元気芳賀 吉孝氏 中野 栄治 米 Green

Gates Farm ４７４＋ ２１：４２．６９ ２１２．０�
４７ ミ ア コ ル サ 牝５鹿 ５５ 小林 淳一有限会社シルク土田 稔 日高 鹿戸 美明 ４７６＋ ４ （競走中止） ２７７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，１１８，０００円 複勝： ５８，０５６，８００円 枠連： ３０，７９２，１００円

馬連： ８４，０８７，３００円 馬単： ４８，１８１，８００円 ワイド： ３７，１８７，１００円

３連複： １０２，４１１，１００円 ３連単： １５６，０８５，４００円 計： ５４３，９１９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５９０円 複 勝 � ３７０円 � ２１０円 � ２００円 枠 連（５－７） ３７０円

馬 連 �� ３，７３０円 馬 単 �� ９，７７０円

ワ イ ド �� １，３００円 �� １，１８０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ６，７１０円 ３ 連 単 ��� ６３，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２７１１８０ 的中 � １３５０８（７番人気）
複勝票数 計 ５８０５６８ 的中 � ３４７９１（６番人気）� ８０１３４（３番人気）� ８７８５１（２番人気）
枠連票数 計 ３０７９２１ 的中 （５－７） ６３０２２（１番人気）
馬連票数 計 ８４０８７３ 的中 �� １６６６５（１４番人気）
馬単票数 計 ４８１８１８ 的中 �� ３６４３（３６番人気）
ワイド票数 計 ３７１８７１ 的中 �� ６８３３（１６番人気）�� ７５４１（１４番人気）�� １８９１８（４番人気）
３連複票数 計１０２４１１１ 的中 ��� １１２７０（１９番人気）
３連単票数 計１５６０８５４ 的中 ��� １８２８（１８３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．６―１２．９―１２．８―１２．６―１２．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．３―４８．２―１：０１．０―１：１３．６―１：２５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハタノゼフィロス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１１．１３ 東京６着

２００８．４．１６生 牡４栗 母 ハタノプリエ 母母 ハヤベニコマチ １７戦２勝 賞金 ２２，６５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔競走中止〕 ミアコルサ号は，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 トゥザサミット号・ナガレボシイチバン号
※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。

０３０８０ ２月１８日 晴 良 （２４東京１）第７日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時０５分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

２４ ゴールドバシリスク 牡５鹿 ５７ 内田 博幸居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ５０２－ ２１：２５．７ ３．１�

３６ ダイヤモンドムーン 牝５黒鹿５５ 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 ５２０± ０ 〃 アタマ ４．９�
２３ リックムファサ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 ４８２＋ ２１：２５．９１� ８．１�
６１２� インディーズゲーム 牡４鹿 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust ４７８± ０１：２６．４３ ２．７�
１１ 	 リラティビティ 牡６鹿 ５７ 村田 一誠池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 新ひだか 下屋敷牧場 B４８８－ ２１：２６．９３ １７０．２�
７１３� セイウンリファイン 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones B４９４＋ ６１：２７．０
 １０５．０�
８１６ ダイワモービル 牡４黒鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ５２６＋ ８１：２７．４２� ９．９�
８１５ エフティファラオ �６鹿 ５７ 木幡 初広吉野 英子氏 粕谷 昌央 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ２１：２７．６１� ２０２．８	
４７ クラリスピンク 牝４青 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：２７．７� ２３．４

６１１� エ イ ワ ナ ギ 牡９鹿 ５７ 柴山 雄一永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５２４－ ６１：２７．９１ ８５．７�
１２ スナークチェリー 牝５栗 ５５ 石橋 脩杉本 豊氏 野中 賢二 日高 賀張中川牧場 ４５６－ ２１：２８．２１
 １１９．８�
５９ リーサムダイチ 牡４鹿 ５７ 武士沢友治平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B４８２± ０１：２８．５２ ６５．６
３５ 	 ピイエフドルチェ 牝７栗 ５５ 武 英智藤原征士郎氏 武 宏平 浦河 久保 時夫 ４６８－ ２１：２９．０３ ５５４．２�
５１０ メジロハクリュウ 牡４鹿 ５７ 黛 弘人岩� 伸道氏 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 ４９２＋３２１：２９．８５ ８５．１�
４８ 	 モルフェメイト 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 浦河土肥牧場 ４１４－１４１：３１．２９ ３０５．９�
７１４ メイクセンス 牡７栗 ５７ 津村 明秀平田 修氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ５００－ ２１：３３．０大差 １１０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，７３９，３００円 複勝： ５８，２５２，１００円 枠連： ２７，１１６，６００円

馬連： １０２，３３７，１００円 馬単： ６４，６３４，６００円 ワイド： ３８，９７６，５００円

３連複： １１２，９７９，７００円 ３連単： ２２１，８８４，９００円 計： ６６０，９２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（２－３） ４７０円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ３９０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� ５，１７０円

票 数

単勝票数 計 ３４７３９３ 的中 � ９０３９１（２番人気）
複勝票数 計 ５８２５２１ 的中 � １４０２４５（２番人気）� １０３５１０（３番人気）� ６３７８８（４番人気）
枠連票数 計 ２７１１６６ 的中 （２－３） ４３１３９（２番人気）
馬連票数 計１０２３３７１ 的中 �� １４０９８５（２番人気）
馬単票数 計 ６４６３４６ 的中 �� ４２６９３（４番人気）
ワイド票数 計 ３８９７６５ 的中 �� ４３０４６（２番人気）�� ２３９２７（４番人気）�� １５５６３（８番人気）
３連複票数 計１１２９７９７ 的中 ��� ６１５２４（４番人気）
３連単票数 計２２１８８４９ 的中 ��� ３１７０７（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．４―４７．９―１：００．５―１：１２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドバシリスク �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー ２００９．１２．１２ 中山４着

２００７．４．２４生 牡５鹿 母 ロイヤルウェーブ 母母 シヤダイウエーブ ２３戦４勝 賞金 ６３，７９４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モルフェメイト号・メイクセンス号は，平成２４年３月１８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） ４頭 ヴィルマール号・ナンヨークイーン号・ボンバルディエーレ号・マドモアゼルノン号



０３０８１ ２月１８日 晴 良 （２４東京１）第７日 第９競走 ��
��１，６００�

は つ ね

初音ステークス
発走１４時３５分 （芝・左）

牝，４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２１０，０００円 ６０，０００円 ３０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

６６ チャームポット 牝６栗 ５５ 柴山 雄一タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４６０－ ８１：３４．６ ２２．７�

３３ カトルズリップス 牝４黒鹿５５ 福永 祐一山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４９２＋ ６ 〃 クビ ２２．５�
２２ ラインジェシカ 牝５栗 ５５ 岩田 康誠大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ５０８－ ２１：３４．７クビ ８．１�
７７ クーデグレイス 牝６黒鹿５５ 内田 博幸吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ６ 〃 ハナ ７．６�
８９ ビッグスマイル 牝４黒鹿５５ C．デムーロ 大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 ４４０－ ２１：３４．９１� １．６�

（伊）

５５ ギンザボナンザ 牝５青 ５５ 田辺 裕信有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ２１：３５．０クビ ６．６�
４４ デリキットピース 牝６黒鹿５５ 北村 宏司 	社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：３５．１� １９．８

８８ ハッピーパレード 牝６黒鹿５５ 後藤 浩輝馬場 幸夫氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４６４－ ６１：３５．２クビ ４８．３�
１１ ダイヤモンドアスク 牝４黒鹿５５ 安藤 勝己廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ １５．１�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４２，６１６，８００円 複勝： ８３，４５８，１００円 枠連： １８，０２８，８００円

馬連： １１１，３０３，１００円 馬単： ８４，１６７，１００円 ワイド： ４３，５９４，８００円

３連複： １２１，１６４，７００円 ３連単： ３３１，７８２，１００円 計： ８３６，１１５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２７０円 複 勝 � ６００円 � ９１０円 � ２９０円 枠 連（３－６） ６，３２０円

馬 連 �� ８，６７０円 馬 単 �� ２１，３００円

ワ イ ド �� １，９４０円 �� １，３１０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� １６，８７０円 ３ 連 単 ��� １６９，２２０円

票 数

単勝票数 計 ４２６１６８ 的中 � １４７９７（８番人気）
複勝票数 計 ８３４５８１ 的中 � ３５２６３（６番人気）� ２２０５４（８番人気）� ８６８８５（４番人気）
枠連票数 計 １８０２８８ 的中 （３－６） ２１０７（２１番人気）
馬連票数 計１１１３０３１ 的中 �� ９４８４（２４番人気）
馬単票数 計 ８４１６７１ 的中 �� ２９１７（４８番人気）
ワイド票数 計 ４３５９４８ 的中 �� ５４９１（２２番人気）�� ８３２５（１５番人気）�� ６５０２（１９番人気）
３連複票数 計１２１１６４７ 的中 ��� ５３０２（４５番人気）
３連単票数 計３３１７８２１ 的中 ��� １４４７（３１８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１１．６―１１．８―１１．９―１１．３―１１．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３５．６―４７．４―５９．３―１：１０．６―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３５．３
３ ３－６－（４，７）－（２，５）８，９，１ ４ ３－６（４，７）－２，５（９，８）－１

勝馬の
紹 介

チャームポット 
�
父 フ ジ キ セ キ 

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１１．９ 京都１着

２００６．４．２１生 牝６栗 母 ホットプレイ 母母 ダイナホツト ２８戦５勝 賞金 １１７，２６１，０００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。

０３０８２ ２月１８日 晴 良 （２４東京１）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�ヒヤシンスステークス

発走１５時１０分 （ダート・左）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，４００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １８，０００，０００円 ７，２００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，８００，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３６ フリートストリート 牡３芦 ５６ 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８６－１０１：３８．７ ２．５�

８１５� ゲ ン テ ン 牡３黒鹿５６ 福永 祐一林 正道氏 矢作 芳人 米 Carol Ham-
mersmith ４８２－ ４１：３８．８� ２８．５�

２４ メイスンキャプテン 牡３栗 ５６ 武士沢友治梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 B５００＋ ４ 〃 クビ １８．２�
６１２ トミケンユークアイ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 ４８２± ０１：３８．９クビ ９８．７�
４７ � アメリカンウィナー 牡３青鹿５６ 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. ４８０± ０ 〃 クビ １１２．０�
１１ メジャーアスリート 牡３栗 ５７ 内田 博幸�G１レーシング 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 ５０４－ １１：３９．１１	 ６．３�
４８ プーラヴィーダ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 ４７２＋ ４１：３９．２� ３２．４	
２３ キ ズ マ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８６± ０ 〃 ハナ ４．５

５１０ キングオブロー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム ４８０± ０１：３９．５２ １１．５�
３５ マ シ ュ マ ロ 牝３白 ５４ C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２１：４０．０３ １１．７�
（伊）

７１３ タイセイスティング 牡３栗 ５６ 横山 典弘田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 ４９６－ ２１：４０．１
 ５２．７
５９ � ダノンクリエーター 牡３栗 ５６ 石橋 脩�ダノックス 村山 明 米 Waterford

Farm ５１６－ ４１：４０．３１	 １３０．３�
１２ クレバーデステニー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド ４４２－ ４１：４０．５１	 ６９．７�
７１４ ヴェアリアスムーン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成小林 秀樹氏 田島 良保 新冠 三村 卓也 ４８８＋ ９１：４０．６クビ ４８．８�
６１１ シェアースマイル 牝３栗 ５５ 丸山 元気小林 秀樹氏 栗田 徹 新ひだか 加野牧場 ５０８＋１６１：４０．８１	 １３０．９�
８１６ ジョウノバッカス 牡３栗 ５６ 小牧 太小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７２－１０１：４１．７５ １２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６６，４５３，４００円 複勝： １１０，３３６，２００円 枠連： ４８，３９５，４００円

馬連： ２０５，５３９，８００円 馬単： １０９，９１９，５００円 ワイド： ７４，２７９，４００円

３連複： ２３２，５０５，４００円 ３連単： ４０１，４３０，６００円 計： １，２４８，８５９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ５７０円 � ４１０円 枠 連（３－８） １，０３０円

馬 連 �� ３，３７０円 馬 単 �� ４，４８０円

ワ イ ド �� １，４６０円 �� ９９０円 �� ４，６１０円

３ 連 複 ��� １４，７９０円 ３ 連 単 ��� ５６，７２０円

票 数

単勝票数 計 ６６４５３４ 的中 � ２１７７９３（１番人気）
複勝票数 計１１０３３６２ 的中 � ２８０８５２（１番人気）� ３９８４７（８番人気）� ５９４８６（７番人気）
枠連票数 計 ４８３９５４ 的中 （３－８） ３４７４０（４番人気）
馬連票数 計２０５５３９８ 的中 �� ４５１０５（１１番人気）
馬単票数 計１０９９１９５ 的中 �� １８１４０（１２番人気）
ワイド票数 計 ７４２７９４ 的中 �� １２５５７（１６番人気）�� １９００１（８番人気）�� ３８３９（４９番人気）
３連複票数 計２３２５０５４ 的中 ��� １１６０２（４１番人気）
３連単票数 計４０１４３０６ 的中 ��� ５２２４（１５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３５．０―４８．０―１：０１．２―１：１４．１―１：２６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フリートストリート �
�
父 Street Sense �

�
母父 Singspiel デビュー ２０１２．１．９ 京都１着

２００９．４．１０生 牡３芦 母 ジェニーリンド 母母 Negligent ３戦３勝 賞金 ３３，２５６，０００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。
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０３０８３ ２月１８日 晴 良 （２４東京１）第７日 第１１競走 ��
��３，４００�第６２回ダイヤモンドステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左）

４歳以上，２３．２．１９以降２４．２．１２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 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円 � コースレコード

中央レコード

３：２９．４
３：２９．４

良

良

３５ ケイアイドウソジン 牡６鹿 ５５ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ５０６± ０３：３６．８ １９０．０�

８１６ ギュスターヴクライ 牡４黒鹿５５ 蛯名 正義 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２３：３６．９� ３．７�
４７ スマートロビン 牡４鹿 ５５ 安藤 勝己大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 ５４０－１２３：３７．１１� ４．２�
１１ ヤングアットハート 牡５栗 ５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ５０４＋ ４３：３７．４１� ９．２�
４８ ピエナファンタスト 牡６鹿 ５３ 木幡 初広本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４７４－ ２ 〃 クビ ２６．４�
３６ ビートブラック 牡５青 ５７ 岩田 康誠前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１８－ ２３：３７．６１ ６．９	
５１０ トウカイトリック 牡１０鹿 ５７ 石橋 脩内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５６－ ８３：３７．７� ４３．８

８１５ ト パ ン ガ 牡６青鹿５４ C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８２－ ８ 〃 ハナ １８．１�
（伊）

６１２ リッカロイヤル 牡７芦 ５４ 内田 博幸立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 中島 俊明 ５４８＋ ２ 〃 アタマ ３１．５�
２３ マイネルキッツ 牡９栗 ５８．５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B５０８＋ ６ 〃 ハナ １１．３
７１４ セイカアレグロ 牡７鹿 ４９ 伊藤 工真久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５２８－ ２３：３７．８クビ ２３４．７�
７１３ サンテミリオン 牝５黒鹿５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７２± ０３：３８．０１� ３３．９�
６１１ コスモヘレノス 牡５鹿 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５２２＋１４３：３８．１クビ ３３．５�
１２ オウケンブルースリ 牡７栗 ５８．５ 田辺 裕信福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２ 〃 ハナ ６．２�
２４ ネ コ パ ン チ 牡６黒鹿５４ 丸田 恭介桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 ４８２＋ ６３：３８．９５ １０３．６�
５９ アブソリュート �８黒鹿５５ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６２± ０３：５３．１大差 ７２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１０，０６７，９００円 複勝： １８９，７００，２００円 枠連： ９５，２６７，１００円

馬連： ５０３，８９８，５００円 馬単： ２３９，０５８，５００円 ワイド： １７５，５１６，７００円

３連複： ７０７，３７６，９００円 ３連単： １，１９３，７１０，４００円 計： ３，２１４，５９６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９，０００円 複 勝 � ３，２９０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（３－８） ９８０円

馬 連 �� ５２，５２０円 馬 単 �� １５７，１１０円

ワ イ ド �� １４，１８０円 �� １２，９９０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ７２，８００円 ３ 連 単 ��� ９４７，２７０円

票 数

単勝票数 計１１００６７９ 的中 � ４５６７（１５番人気）
複勝票数 計１８９７００２ 的中 � １０２０８（１５番人気）� ３６０７９０（１番人気）� ３２０２９９（２番人気）
枠連票数 計 ９５２６７１ 的中 （３－８） ７２１４１（４番人気）
馬連票数 計５０３８９８５ 的中 �� ７０８１（７６番人気）
馬単票数 計２３９０５８５ 的中 �� １１２３（１７４番人気）
ワイド票数 計１７５５１６７ 的中 �� ２８４４（８６番人気）�� ３１０６（８１番人気）�� １１８７２３（１番人気）
３連複票数 計７０７３７６９ 的中 ��� ７１７１（１８７番人気）
３連単票数 計１１９３７１０４ 的中 ��� ９３０（１５０６番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．０―１２．７―１３．０―１２．９―１３．２―１３．１―１３．９―１３．８―１３．７―１３．６―１３．２―１２．２―１１．４―１１．２―１１．５
―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．９―２４．９―３７．６―５０．６―１：０３．５―１：１６．７―１：２９．８―１：４３．７―１：５７．５―２：１１．２―２：２４．８―２：３８．０

２，６００� ２，８００� ３，０００� ３，２００�
―２：５０．２―３：０１．６―３：１２．８―３：２４．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイドウソジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cutlass デビュー ２００８．１１．２３ 京都３着

２００６．４．１２生 牡６鹿 母 ブリーダーズフライト 母母 Flight ２８戦８勝 賞金 １６９，５８５，０００円
〔発走状況〕 アブソリュート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アブソリュート号は，平成２４年２月１９日から平成２４年３月１９日まで出走停止。停止期間の満了後に

開催競馬場で発走調教再審査。
〔その他〕 アブソリュート号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アブソリュート号は，平成２４年３月１８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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 スノークラッシャー号・タニノエポレット号・マカニビスティー号
※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。

０３０８４ ２月１８日 晴 良 （２４東京１）第７日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３３ カルドブレッサ 牡４栗 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７８－ ６１：４８．６ ３．４�

４６ トーセンジャガー 牡４青 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム ４８０＋ ４ 〃 クビ ２７．８�

７１２ バウンシングライト 牡７栗 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ４９４－ ８ 〃 ハナ １８．２�
６１０� クラシックセンス 牡５鹿 ５７ T．クウィリー �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８２± ０１：４８．７� ２８．０�

（英）

４５ カグニザント 牡４黒鹿５６ 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４６８＋ ４１：４８．８� ４．３�
７１１	 セイウンジャガーズ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４７８－ ２１：４８．９
 ９．８	
５７ ソウルフルヴォイス 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４５０－ ８１：４９．１１� ４．８

８１４ オルトリンデ 牝６栗 ５５ 北村 宏司 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：４９．２
 ６４．９�
３４ コスモバタフライ 牝４黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 ４７０＋ ８１：４９．３� １８．２
８１３ アドマイヤバーラム 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５２６－１０１：４９．４
 ５．５�
１１ プ ラ ー ジ ュ 牝６鹿 ５５ 柴田 善臣 �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 ４８６－ ２ 〃 アタマ １２７．６�
２２ ロイヤルダリア 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５２４－ ６１：４９．６１� ７４．４�
６９ アルマトゥーラ 牡５芦 ５７ 田辺 裕信コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４６８－ ４１：４９．７� ８７．６�
５８ ファビラスボーイ 牡７芦 ５７ 後藤 浩輝中村 昭博氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５３２＋ ６１：４９．８� １１８．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ６３，４４１，４００円 複勝： ９３，２１０，７００円 枠連： ４３，２３８，９００円

馬連： １６５，４９７，４００円 馬単： ９３，８５５，６００円 ワイド： ６４，８２７，７００円

３連複： １９５，９３１，８００円 ３連単： ３７９，９０８，３００円 計： １，０９９，９１１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ７３０円 � ３９０円 枠 連（３－４） ５２０円

馬 連 �� ５，８１０円 馬 単 �� １０，０８０円

ワ イ ド �� １，７４０円 �� １，０００円 �� ４，８２０円

３ 連 複 ��� ２３，７９０円 ３ 連 単 ��� １１６，３９０円

票 数

単勝票数 計 ６３４４１４ 的中 � １４８５８７（１番人気）
複勝票数 計 ９３２１０７ 的中 � ２１３３２１（１番人気）� ２６５４９（９番人気）� ５６１６４（６番人気）
枠連票数 計 ４３２３８９ 的中 （３－４） ６２２９６（１番人気）
馬連票数 計１６５４９７４ 的中 �� ２１０２３（１９番人気）
馬単票数 計 ９３８５５６ 的中 �� ６８７３（３３番人気）
ワイド票数 計 ６４８２７７ 的中 �� ９１８７（１８番人気）�� １６６１２（１１番人気）�� ３２１０（４４番人気）
３連複票数 計１９５９３１８ 的中 ��� ６０７９（６７番人気）
３連単票数 計３７９９０８３ 的中 ��� ２４０９（３２５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．９―１２．２―１３．０―１２．７―１１．３―１１．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３６．６―４８．８―１：０１．８―１：１４．５―１：２５．８―１：３６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．１

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

・（２，８）－４，６（７，１１）（３，９，１３）（５，１０）（１，１２）－１４・（８，２）（１１，４，１２）６（１３，９）（３，１０）（７，５）１，１４
勝馬の
紹 介

カルドブレッサ �
�
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 ２０１０．８．２８ 新潟３着

２００８．５．１３生 牡４栗 母 ラ フ ィ カ 母母 オーピーキャット １５戦３勝 賞金 ４８，２７８，０００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。



（２４東京１）第７日 ２月１８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２６９，５１０，０００円
６，５２０，０００円
１，６９０，０００円
２４，８６０，０００円
６３，６７１，０００円
５，６２６，８００円
１，７２８，０００円

勝馬投票券売得金
４９６，８１２，２００円
８６３，０２４，３００円
３８５，６６９，６００円
１，５４７，１５８，９００円
８８５，８６２，８００円
６０５，６２４，４００円
１，９５１，３５８，３００円
３，４４０，８７９，３００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 １０，１７６，３８９，８００円

総入場人員 ２８，１６０名 （有料入場人員 ２６，５４６名）


