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０３０８５ ２月１９日 晴 良 （２４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

２３ シンキングマシーン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド ５００± ０１：２６．８ １．６�

５１０ ゲンパチメジャー 牡３栗 ５６ 石橋 脩平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 ４９６－ ４１：２７．１１� ８．５�
１２ ミヤビリファイン 牡３青鹿５６ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 ４７０＋ ４１：２７．２� １４．５�
２４ ムーンベックカフェ 牡３栗 ５６ 武 豊西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９０＋ ２１：２７．９４ ９．７�
６１１ リバティーアゲイン 牡３青鹿５６ 大野 拓弥阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 ４８４＋１６ 〃 ハナ ３７．５�
７１３ バックギャモン �３黒鹿５６ 福永 祐一吉田 和美氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４５４ ―１：２８．０� ７５．１�
８１６ ストロングティラノ 牡３芦 ５６ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ５００± ０１：２８．３１� ７．８�
４８ デリケートアーチ 牝３栃栗５４ C．デムーロ 	社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B４６６＋２０１：２８．６２ ２７．７


（伊）

８１５ ウノギムレット 牡３鹿 ５６ 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ８１：２８．７� ３１．５�
３６ ジャンピングタワー 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次田和 廣通氏 矢野 照正 日高 ナカノファーム ４５８＋ ６ 〃 クビ ２６６．４�
６１２ パレストレパング 牡３鹿 ５６ 的場 勇人坂本 肇氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４６８＋ ２１：２９．３３� ３００．６
３５ リアルアビリティー 牡３芦 ５６ 田中 博康	ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ハクツ牧場 ４８２＋ ４１：２９．５� ３１３．１�
５９ マスターズキング 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人	リーヴァ 矢作 芳人 日高 シンボリ牧場 ４８４＋１０ 〃 クビ １０３．７�
７１４ コウヨウスパーク 牡３鹿 ５６ 田中 勝春寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４９２＋ ２１：２９．６クビ １１１．０�
１１ ケイアイセイラ 牝３栗 ５４ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 ４７８＋ ２１：３０．３４ ２８．７�
４７ プレミアムウォーズ 牡３栗 ５６ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 ４６６－ ４１：３０．４� ８５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，６５３，４００円 複勝： ８７，１０４，８００円 枠連： １９，６４９，５００円

馬連： ６５，５９６，７００円 馬単： ５２，０７９，８００円 ワイド： ３２，７３１，２００円

３連複： ９４，８７２，６００円 ３連単： １６８，３５５，８００円 計： ５４８，０４３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（２－５） ４１０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� ６７０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ４１０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 ��� ３，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２７６５３４ 的中 � １４４９７６（１番人気）
複勝票数 計 ８７１０４８ 的中 � ５４３３２９（１番人気）� ８３８３４（２番人気）� ４３０８０（５番人気）
枠連票数 計 １９６４９５ 的中 （２－５） ３５４１２（２番人気）
馬連票数 計 ６５５９６７ 的中 �� ９６６０４（１番人気）
馬単票数 計 ５２０７９８ 的中 �� ５７４５３（１番人気）
ワイド票数 計 ３２７３１２ 的中 �� ４４８４６（１番人気）�� １８７０５（４番人気）�� ８６０５（１０番人気）
３連複票数 計 ９４８７２６ 的中 ��� ５３５８３（４番人気）
３連単票数 計１６８３５５８ 的中 ��� ３２２７９（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３６．３―４８．６―１：０１．４―１：１４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンキングマシーン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Gilded Time デビュー ２０１１．１１．２７ 東京２着

２００９．４．２生 牡３黒鹿 母 フサイチジェット 母母 Long Distance ５戦１勝 賞金 １２，３００，０００円
〔発走状況〕 バックギャモン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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１９日 晴 良 （２４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

５１０ マックスガイ 牡３青鹿５６ 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム ４６６＋１６１：２０．３ ４．３�

８１５ オメガスパーキング 牡３鹿 ５６ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４１：２０．５１� １．９�
２３ ミ チ ャ エ ル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅陳 偉殷氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム ４５４＋ ２１：２０．６� １６．５�
６１１ ミ ル テ 牝３栗 ５４ 丸山 元気長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 モリナガファーム ４２６＋ ２１：２１．３４ １４．３�
１１ 	 フ ェ ロ ー ズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介前田 幸治氏 矢作 芳人 愛 Skymarc

Farm ５２４－ ２１：２１．４クビ ８．７�
８１６ エスペランサシチー 牡３芦 ５６ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ １１．８�
３６ スタープラチナ 牝３鹿 ５４ 田中 博康田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４９８－ ４１：２２．０３� ３６．４	
４８ フロイントシャフト 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 本巣牧場 ４８８＋ ６１：２２．１� ３５．５

３５ キングビート 牡３黒鹿５６ 北村 宏司�桜井牧場 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４７６＋ ８ 〃 アタマ ２２．３�
２４ カズノメジャー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新ひだか タイヘイ牧場 ５３２＋ ６１：２２．３１
 １４４．４
５９ ヤマニンネレイス 牝３栗 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４４８－１０１：２２．８３ １１５．２�
７１４ エリザヴェータ 牝３青鹿５４ 丸田 恭介片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日高大洋牧場 B４９４－ ６ 〃 クビ ６２．６�
４７ オテンバレディ 牝３栗 ５４ 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 松本牧場 ４６０＋ ２１：２３．１１� ３９９．１�
１２ 	 バグダッドカフェ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田 和美氏 栗田 徹 米 Dr. Char-

les S. Giles ５０６＋ ８１：２３．２クビ ５１．８�
６１２ スターサファイア 牝３青鹿５４ 田辺 裕信�和田牧場 和田 正道 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４１：２３．４１� １１０．１�
７１３ ツクバコテング 牡３鹿 ５６ 増沢由貴子荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 中原牧場 ４２２＋１０１：２３．５� １９８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，４５７，５００円 複勝： ５３，３３３，９００円 枠連： ２０，６３９，１００円

馬連： ７０，１８５，８００円 馬単： ５１，３２９，４００円 ワイド： ３６，６０８，６００円

３連複： ９７，２７３，１００円 ３連単： １５４，６５１，８００円 計： ５１２，４７９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ３００円 枠 連（５－８） ４９０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� １，１７０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，８２０円 ３ 連 単 ��� １３，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２８４５７５ 的中 � ５２５４７（２番人気）
複勝票数 計 ５３３３３９ 的中 � ７０８５４（２番人気）� １９９１０６（１番人気）� ３０３５９（６番人気）
枠連票数 計 ２０６３９１ 的中 （５－８） ３１６３２（１番人気）
馬連票数 計 ７０１８５８ 的中 �� ９８１８７（１番人気）
馬単票数 計 ５１３２９４ 的中 �� ２９００９（４番人気）
ワイド票数 計 ３６６０８６ 的中 �� ４７１４３（１番人気）�� ６７３３（１３番人気）�� １３３１７（７番人気）
３連複票数 計 ９７２７３１ 的中 ��� ２５４９９（８番人気）
３連単票数 計１５４６５１８ 的中 ��� ８３４０（３７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．１―２９．９―４２．６―５５．３―１：０７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マックスガイ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１１．１０．１０ 東京４着

２００９．４．１６生 牡３青鹿 母 レイズユアグラス 母母 レイズアプランサー ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００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） ２頭 シュターケン号・ハリケーンピサ号
（非抽選馬） ２頭 ヴィグラスファイン号・キョウエイニンファ号

第１回 東京競馬 第８日



０３０８７ ２月１９日 晴 良 （２４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

７１３ ゴールドゼウス 牡３黒鹿５６ 内田 博幸スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：４０．８ １．４�

４７ ヤマノトライ 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太澤村 敏雄氏 阿部 新生 日高 日高大洋牧場 ５１４－ ２１：４１．２２� １８．１�
（大井）

６１２ セ ン キ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 ４６２－ ２ 〃 クビ ９．０�
６１１ アサクサニッポン 牡３青 ５６ 岩田 康誠田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：４１．４１ ７．９�
７１４ サクシナイト 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：４１．６１� １８．４�
２４ カリエンニキテス �３鹿 ５６

５３ ▲平野 優嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ ４６．３�
５１０ トウカイマルシェ 牡３鹿 ５６ 武 豊内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ４８４－ ４１：４２．０２� １０．９	
８１５ マヤノフィロソフィ 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介田所 英子氏 武市 康男 新冠 高橋 忍 ４７４＋１０１：４２．２１ ２４５．６

１２ サトノロードリー 牡３青鹿５６ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ５０４＋２４ 〃 クビ ５５．５�
５９ コスモエスプレッソ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６６－ ２１：４２．５１� １５５．７
８１６ マ グ メ ル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム ４５０－ ８ 〃 ハナ ２３．５�
４８ グラスマテリアル 牡３黒鹿５６ 小林 淳一半沢� 柄崎 孝 日高 ヤナガワ牧場 ４７８＋１２１：４３．２４ ３７４．７�
３５ コウズシャイン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 ５０６＋ ８１：４３．５２ ３７６．２�
２３ ライフハッカー 牡３栗 ５６ 田中 博康橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 日高 門別牧場 ４８０－ ８１：４４．２４ １３１．５�
１１ サダルスード 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣松井 淳二氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４９８＋ ２１：４４．５２ ２００．５�

（１５頭）
３６ コスモガラサ 牡３黒鹿５６ 伊藤 直人 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 日高 加藤牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３４，０８６，３００円 複勝： １２６，２８１，０００円 枠連： ２１，３５７，０００円

馬連： ７０，４６４，４００円 馬単： ６５，４９７，０００円 ワイド： ３５，８７２，３００円

３連複： ９４，５７９，８００円 ３連単： ２０７，００５，５００円 計： ６５５，１４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � １７０円 枠 連（４－７） １，０５０円

馬 連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ２１０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� １，８２０円 ３ 連 単 ��� ７，０７０円

票 数

単勝票数 差引計 ３４０８６３（返還計 ３２５） 的中 � １９２６０７（１番人気）
複勝票数 差引計１２６２８１０（返還計 ３３４） 的中 � ８７６９４８（１番人気）� ４１８５４（５番人気）� ９４８８６（２番人気）
枠連票数 差引計 ２１３５７０（返還計 ８ ） 的中 （４－７） １５０８７（４番人気）
馬連票数 差引計 ７０４６４４（返還計 １９５０） 的中 �� ４８１２３（５番人気）
馬単票数 差引計 ６５４９７０（返還計 ９１６） 的中 �� ３１６０７（７番人気）
ワイド票数 差引計 ３５８７２３（返還計 ７９７） 的中 �� ２３９６２（４番人気）�� ５２９４０（１番人気）�� ６５１７（１２番人気）
３連複票数 差引計 ９４５７９８（返還計 ５４８０） 的中 ��� ３８４１３（５番人気）
３連単票数 差引計２０７００５５（返還計 １１４３４） 的中 ��� ２１６３４（２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．３―３７．２―５０．３―１：０３．５―１：１６．０―１：２８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドゼウス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Gone West デビュー ２０１２．１．１５ 中山２着

２００９．４．７生 牡３黒鹿 母 ソングフォーミー 母母 My Song for You ３戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔出走取消〕 コスモガラサ号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ヤマノトライ号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１５番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シュガーツヨシ号・ポシドニア号
（非抽選馬） ２頭 ナウンステージ号・ヘアーオブザドッグ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０３０８８ ２月１９日 晴 良 （２４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

８１６ ジヴェルニー 牡３栃栗５６ 三浦 皇成村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４６－ ６１：３５．６ ２８．７�

６１１ ラウンドロビン 牡３黒鹿５６ 福永 祐一諸江 幸祐氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２ 〃 アタマ ３．３�
３６ アクアライン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４４６＋ ２ 〃 ハナ ７．７�
１１ ウインクルチャチャ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司塚本 能交氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４７８＋ ８１：３６．１３ ３７．３�
５１０ マイネヒメル 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム ４５６＋１８ 〃 クビ １１２．４�
７１４ チャペルプリンセス 牝３栗 ５４ 田辺 裕信有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋１６１：３６．３１� ５８．２�
３５ ラクリモーサ 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４４０＋１６１：３６．４クビ ２８．７	
６１２ ブルーピアス 牝３栗 ５４ 大野 拓弥田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 ４４２＋ ６１：３６．５� １９．９

７１３ ビッグフット 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 ４９０－ ２１：３６．６� １９７．１�
５９ コンドッティエーレ 牡３栗 ５６ 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４７２＋ ２１：３６．７� ２３．０�
８１５ ライズアゲイン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８４± ０１：３６．８� ２．５
１２ トドロキテンシツー 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗原田昭太郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４１２－ ２１：３７．０� ２９８．６�
２４ � ローマンクィーン 牝３黒鹿５４ 丸山 元気�タイヘイ牧場 国枝 栄 英 Taihei

Stud Farm ４４４＋ ４１：３７．５３ ８５．１�
４８ カルミアムーン 牝３栗 ５４ 石橋 脩岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４３４＋ ６１：３７．６� ６１．２�
２３ ヤマニンヘプタゴン 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 ４７８± ０１：３７．８１	 ２５０．０�
４７ ロゼッタストーン 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 ４５０－ ４１：３８．３３ ６．２�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，１２９，０００円 複勝： ５６，４４５，２００円 枠連： ２１，６５３，９００円

馬連： ８４，４４８，６００円 馬単： ５９，４２５，５００円 ワイド： ３７，９６０，１００円

３連複： １０６，９２３，６００円 ３連単： １８６，７２７，７００円 計： ５８５，７１３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８７０円 複 勝 � ６００円 � １５０円 � ２４０円 枠 連（６－８） ３３０円

馬 連 �� ４，４６０円 馬 単 �� １３，１９０円

ワ イ ド �� １，４２０円 �� ２，５３０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ８，３９０円 ３ 連 単 ��� ７７，１６０円

票 数

単勝票数 計 ３２１２９０ 的中 � ８８２２（８番人気）
複勝票数 計 ５６４４５２ 的中 � １８５８０（８番人気）� １３１２６５（２番人気）� ５８９３３（４番人気）
枠連票数 計 ２１６５３９ 的中 （６－８） ４８５０８（１番人気）
馬連票数 計 ８４４４８６ 的中 �� １３９９８（１４番人気）
馬単票数 計 ５９４２５５ 的中 �� ３３２７（３５番人気）
ワイド票数 計 ３７９６０１ 的中 �� ６３８６（１４番人気）�� ３４９９（２５番人気）�� ２１５４６（４番人気）
３連複票数 計１０６９２３６ 的中 ��� ９４１４（２６番人気）
３連単票数 計１８６７２７７ 的中 ��� １７８６（２０６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．７―１２．４―１２．６―１１．９―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．３―４７．７―１：００．３―１：１２．２―１：２３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジヴェルニー �
�
父 デュランダル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１１．１２．４ 中山３着

２００９．２．９生 牡３栃栗 母 サニーサイドアップ 母母 サニースルー ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 キチロクトップガン号・クライマックス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０８９ ２月１９日 晴 良 （２４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 ６，０００，０００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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

７１４ キャノンシュート 牡３黒鹿５６ 内田 博幸渡邊 隆氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤沢 武雄 ４７４ ―１：５１．３ １．６�

８１６ ミッキーナチュラル 牡３栗 ５６ 三浦 皇成野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５１０ ―１：５１．５１� ６．５�
３６ ジ ル ニ ト ラ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８４ ―１：５１．９２� ６．９�
５９ エムエムロゼオ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次加藤 雅一氏 小西 一男 新ひだか 西村 和夫 ４４４ ―１：５２．０� １９９．６�
３５ マイネマリアンヌ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４４８ ― 〃 クビ ５７．３�
７１３ クリティカルヒット 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太 �キャロットファーム 戸田 博文 千葉 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２８ ―１：５２．２１� ２１．６	
４８ アローサンベリーナ 牝３青 ５４

５１ ▲小野寺祐太矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ３８６ ―１：５２．５２ ３６．３

６１２ ボクノタカラモノ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�大道牧場 伊藤 伸一 新ひだか ダイイチ牧場 ４６０ ― 〃 アタマ ７３．２�
１１ サニーサイレンス 牡３栗 ５６ 蛯名 正義宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４６０ ―１：５２．７１ １３．６�
６１１ バ ロ ー ル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣栗坂 崇氏 伊藤 伸一 日高 中川牧場 ４６８ ―１：５２．８� ９３．９
２４ エムエムベレッタ 牡３栗 ５６ 的場 勇人加藤 雅一氏 古賀 史生 新冠 グリー牧場 ４５０ ―１：５３．２２� １８８．７�
４７ スイートアイリス 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人シンボリ牧場 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４２２ ― 〃 クビ １０９．２�
５１０ テイエムオオテモン 牡３鹿 ５６ 小林 淳一竹園 正繼氏 柴田 政人 浦河 市川牧場 ４７０ ―１：５３．７３ ４７．３�
１２ ローズパーキー 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥村木 隆氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 ４３６ ―１：５３．８� １１０．５�
８１５ グルマンディス 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士林 勝宗氏 柴崎 勇 新ひだか レースホース ４９８ ― 〃 クビ １６．１�
２３ コンペリングテール 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信 H.R.H．プリンセス・ハヤ 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０ ―１：５４．４３� ５３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，３８２，１００円 複勝： ４２，６８６，０００円 枠連： ２２，８６９，０００円

馬連： ６３，１１９，６００円 馬単： ５１，２４５，７００円 ワイド： ２７，８６６，９００円

３連複： ７９，２４８，５００円 ３連単： １４５，７１３，４００円 計： ４６２，１３１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（７－８） ２７０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ２５０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ２，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２９３８２１ 的中 � １５００１２（１番人気）
複勝票数 計 ４２６８６０ 的中 � １９１０８２（１番人気）� ５５１５６（２番人気）� ４８３６０（３番人気）
枠連票数 計 ２２８６９０ 的中 （７－８） ６３４３５（１番人気）
馬連票数 計 ６３１１９６ 的中 �� １０１００９（１番人気）
馬単票数 計 ５１２４５７ 的中 �� ６４２９７（１番人気）
ワイド票数 計 ２７８６６９ 的中 �� ３５１５０（１番人気）�� ２９５６４（２番人気）�� １１０２４（６番人気）
３連複票数 計 ７９２４８５ 的中 ��� ６４５４９（１番人気）
３連単票数 計１４５７１３４ 的中 ��� ４６３９７（１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．４―１３．１―１３．５―１３．５―１１．９―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．５―４９．６―１：０３．１―１：１６．６―１：２８．５―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３４．７

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

勝馬の
紹 介

キャノンシュート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

２００９．４．１３生 牡３黒鹿 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２３頭 アスタプロント号・アルマネーレーイス号・アートカフェ号・カムインハード号・キタサンゴゼン号・

キネオスパーク号・クラールハイト号・ケージートチオトメ号・サーストンモンタナ号・ショウナンカーメル号・
ストレイバード号・タヴェニエルブルー号・チャンピオンホーク号・ディサイファ号・トウカイアピール号・
ドラケンスバーグ号・ハクサンフォレスト号・バンダムデサント号・ヒシサマウマ号・ビスポーク号・
マイネラヴリー号・ムーンスカイ号・レッドサイファー号

０３０９０ ２月１９日 晴 良 （２４東京１）第８日 第６競走 ��１，４００�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，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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

４８ ジ ャ イ ア ン 牡４鹿 ５７ 丸山 元気�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４８４＋ ２１：２５．８ ４１．１�

７１４ ペガサスヒルズ 牡５栗 ５７ 岩田 康誠吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４８８－１０１：２６．１２ ２．８�
６１１ ナムラエメラルド 牝４鹿 ５５ 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４５２＋ ４１：２６．２� ２９．２�
４７ ブロックコード 牡４青鹿５７ 丸田 恭介�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４９２＋１４ 〃 ハナ １５．１�
１２ マコトローゼンボー 牡４黒鹿５７ C．デムーロ 尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４６８± ０１：２６．３クビ ４．９�

（伊）

３５ リンドブルム 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ５２０＋ ２ 〃 ハナ ６６．２�
５９ アルベルティ 牡４鹿 ５７ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１６－ ２１：２６．４� ９．５	
６１２ シャイニーデザート 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５４４＋ ６１：２６．５クビ １６．８

１１ ウネントリッヒ 牝５栗 ５５ 柴田 善臣宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４７６＋ ６１：２６．９２� ２４．１�
７１３ シグナルストーン 牝４黒鹿５５ 内田 博幸森 保彦氏 清水 久詞 新冠 松浦牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ １２．５�
２４ ツクバキング �５黒鹿５７ 福永 祐一荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４６０± ０１：２７．３２� ４．９
３６ ベジャールコード 牡４黒鹿５７ 和田 竜二千明牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 城地 清満 B５０８＋１６１：２７．７２� ７８．１�
８１６ ニシノフェミニン 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４５０－ ６１：２７．８� ４４．３�
８１５ キャンパスライフ 牝５栗 ５５ 津村 明秀吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４４６＋１６１：２８．４３� ２０２．７�
２３ レッドジール 牡６栗 ５７ 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５２４＋２０１：２８．７１� ６９．３�
５１０� ハッピーティア 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 ４６４－ ６１：２９．４４ ７９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，０１３，４００円 複勝： ５５，２５９，６００円 枠連： ２８，９０５，３００円

馬連： ９２，８４８，６００円 馬単： ５５，５４０，４００円 ワイド： ４０，６０７，９００円

３連複： １１７，５１４，８００円 ３連単： １８３，１０２，３００円 計： ６０５，７９２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１１０円 複 勝 � ９４０円 � １５０円 � ８１０円 枠 連（４－７） １，３３０円

馬 連 �� ７，０８０円 馬 単 �� １８，４６０円

ワ イ ド �� ２，３２０円 �� １１，２１０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ４９，３９０円 ３ 連 単 ��� ３６８，２１０円

票 数

単勝票数 計 ３２０１３４ 的中 � ６１４９（１０番人気）
複勝票数 計 ５５２５９６ 的中 � １１９６４（１１番人気）� １４４４５６（１番人気）� １４１７８（１０番人気）
枠連票数 計 ２８９０５３ 的中 （４－７） １６１０３（７番人気）
馬連票数 計 ９２８４８６ 的中 �� ９６８２（２５番人気）
馬単票数 計 ５５５４０４ 的中 �� ２２２１（５９番人気）
ワイド票数 計 ４０６０７９ 的中 �� ４３２６（２８番人気）�� ８７２（７４番人気）�� ６２１５（２１番人気）
３連複票数 計１１７５１４８ 的中 ��� １７５６（１３４番人気）
３連単票数 計１８３１０２３ 的中 ��� ３６７（８９０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．２―１２．５―１２．４―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３６．２―４８．７―１：０１．１―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ イ ア ン �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 パークリージエント デビュー ２０１１．１．３０ 東京１１着

２００８．５．１４生 牡４鹿 母 ファンタジー 母母 リユウクモゼキ ９戦２勝 賞金 １４，０４０，０００円
※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 シャイニングカラー号・スノウプリンス号・レディオスソープ号
※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。



０３０９１ ２月１９日 晴 良 （２４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）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２３ ナンデヤネン 牡５青 ５７ 吉田 隼人杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４９０＋ ４１：４７．８ ５．９�

１２ ゼロチョウサン 牡５鹿 ５７ 福永 祐一長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４５８＋ ２１：４８．１１� ２．８�
３６ オメガブルーハワイ 牝５黒鹿５５ 横山 典弘原 �子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２１：４８．２	 １１．６�
４８ メジロカトリーヌ 牝５鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ ２４．３�
２４ マイネルシュライ 牡４青 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B５１０＋ ８１：４８．３	 ９．９�

６１１ トーセンマルス 牡４鹿 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ４１：４８．５１
 ２２．３	
１１ オーシャンビーナス 牝４栗 ５４ 柴田 善臣近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４４４－ ２１：４８．７１	 ９．９

５９ サニーヘイロー 牝４栗 ５４ 戸崎 圭太宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４７６± ０１：４８．９１
 １８．７�
（大井）

７１３ マージービート 牡５栗 ５７ 和田 竜二 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４９８－ ２１：４９．１１	 １０９．７
４７ テーオーゼウス 牡４黒鹿５６ 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 ４８８－ ６ 〃 アタマ ５．３�
３５ ディープスノー 牝４鹿 ５４ 後藤 浩輝日下部勝�氏 牧 光二 新冠 石郷岡 雅樹 ４７２＋２２１：４９．３１ ２２．９�
６１２ コスモカンタービレ 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ５０６＋２６１：４９．５１
 ２１５．６�
８１５ マスターウィンド 牝５栗 ５５ 小林 淳一�谷岡牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 谷岡牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ ２７０．４�
７１４ コンプリート 牝４鹿 ５４ 藤田 伸二平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４７０± ０１：４９．９２	 ４４．６�
５１０ コスモマクスウェル 牝５鹿 ５５ 松岡 正海 �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 ４７６＋１４ 〃 ハナ ３４．４�

（１５頭）
８１６ ランパスインベガス 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３０，９０６，７００円 複勝： ５５，２８０，１００円 枠連： ３０，３４３，８００円

馬連： ９１，１１３，５００円 馬単： ５３，５８５，５００円 ワイド： ３９，４５０，６００円

３連複： １１３，８３６，９００円 ３連単： １７０，５２９，４００円 計： ５８５，０４６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ２７０円 枠 連（１－２） ４６０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ８５０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ２，２６０円 ３ 連 単 ��� １０，７８０円

票 数

単勝票数 計 ３０９０６７ 的中 � ４１５６８（３番人気）
複勝票数 計 ５５２８０１ 的中 � ９５８７９（２番人気）� １１８２９４（１番人気）� ４２０２０（５番人気）
枠連票数 計 ３０３４３８ 的中 （１－２） ４８８００（１番人気）
馬連票数 計 ９１１１３５ 的中 �� ８４１５５（１番人気）
馬単票数 計 ５３５８５５ 的中 �� ２１２４８（３番人気）
ワイド票数 計 ３９４５０６ 的中 �� ３２１８０（１番人気）�� １０７１３（８番人気）�� １７８８１（３番人気）
３連複票数 計１１３８３６９ 的中 ��� ３７１９４（３番人気）
３連単票数 計１７０５２９４ 的中 ��� １１６８０（１１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．１―１２．４―１２．２―１２．３―１１．６―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３６．１―４８．５―１：００．７―１：１３．０―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４F４７．１―３F３４．８

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

勝馬の
紹 介

ナンデヤネン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．２３ 札幌１２着

２００７．４．２７生 牡５青 母 スギノフォルモーザ 母母 スカーレットローズ １７戦２勝 賞金 ２３，３４２，０００円
〔出走取消〕 ランパスインベガス号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 オペラオーカン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０３０９２ ２月１９日 晴 良 （２４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 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

２：２８．６
２：２８．６

不良

不良

３５ パ ク サ 牡４鹿 ５６ 武士沢友治加藤 信之氏 鈴木 康弘 浦河 藤春 修二 ５５４± ０２：３４．５ ３．０�

７１３ レックスパレード 牡４栗 ５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム ５３０＋１２２：３４．６� ４．３�
５８ ホノカアボーイ 牡４黒鹿５６ 川田 将雅 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４６８＋１４２：３４．８１� ２９．８�
８１４� ナムラボルカーン 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠�樽さゆり氏 松永 康利 浦河 中島牧場 ４８２± ０２：３５．３３ ５．７�
５９ ゲルマンシチー 牡４青 ５６ 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 ４６８－ ４２：３５．６２ ５．０�
６１０ サクラヒストリー 牡６鹿 ５７ 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５３４＋ ６２：３５．７� １３．８	
４６ アイアムイチバン 牡５芦 ５７ 蛯名 正義堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９８－ ２２：３５．８� ３６．６

８１５ ルシャンベルタン 牡４鹿 ５６ 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４８４－ ２ 〃 ハナ ７１．０�
３４ キングオブフェイス 牡４栗 ５６ 戸崎 圭太西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ５１８－ ２２：３６．１１� ５０．１�

（大井）

４７ ロ ッ ソ ネ ロ 牡６鹿 ５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B５４０＋ ２２：３６．５２� １８．１
１１ � アルファオリオン 牡９鹿 ５７ 田中 勝春�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４７４＋ ４ 〃 アタマ １３１．５�
２３ ギムレットアイ 牡７鹿 ５７ 木幡 初広小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４７０＋ ６２：３７．３５ ４６．６�
６１１� セイカミカワ 牝５黒鹿５５ 吉田 隼人久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４８６－ ６２：３７．４� １６４．３�
７１２ レ オ ア ラ シ 牡５鹿 ５７ 丸山 元気田中 博之氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 B５１０－ ４２：３７．６１� ２７．７�
２２ マツリダガッツ 牡６黒鹿５７ 三浦 皇成�橋 文枝氏 国枝 栄 日高 賀張三浦牧場 ４９２－ ２２：３８．３４ ５０．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３６，５１２，２００円 複勝： ６１，９８２，３００円 枠連： ２８，３１２，２００円

馬連： １１３，１７０，９００円 馬単： ６６，４２２，７００円 ワイド： ４６，６０９，２００円

３連複： １３６，８３３，３００円 ３連単： ２３６，０６６，５００円 計： ７２５，９０９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ７００円 枠 連（３－７） ５３０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド �� ３３０円 �� １，３７０円 �� ２，７８０円

３ 連 複 ��� ５，８９０円 ３ 連 単 ��� ２２，５９０円

票 数

単勝票数 計 ３６５１２２ 的中 � ９８１３７（１番人気）
複勝票数 計 ６１９８２３ 的中 � １７６１３２（１番人気）� ８７７４１（３番人気）� １５１６２（９番人気）
枠連票数 計 ２８３１２２ 的中 （３－７） ３９８１１（１番人気）
馬連票数 計１１３１７０９ 的中 �� １３０６１３（１番人気）
馬単票数 計 ６６４２２７ 的中 �� ４１０６７（２番人気）
ワイド票数 計 ４６６０９２ 的中 �� ３９８３０（３番人気）�� ７９２１（１７番人気）�� ３７８０（３１番人気）
３連複票数 計１３６８３３３ 的中 ��� １７１５０（１６番人気）
３連単票数 計２３６０６６５ 的中 ��� ７７１３（５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．２―２５．２―３７．７―５１．３―１：０５．１―１：１８．２―１：３１．４―１：４４．５―１：５７．２―２：０９．４―２：２１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．３
１
３
１３，１０－（１４，１５）６（１，８）（５，９）－（７，１２）１１，４－２，３
１３（１０，６）１４（１，１５，８）（５，９）（７，１１）（４，１２）－３，２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

パ ク サ �
�
父 スパイキュール �

�
母父 Nijinsky デビュー ２０１１．２．１２ 東京３着

２００８．５．１５生 牡４鹿 母 ピアプリマドンナ 母母 Refinish １１戦３勝 賞金 ３９，２０４，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０９３ ２月１９日 晴 良 （２４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 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００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

３５ メイショウスザンナ 牝３鹿 ５４ 武 豊松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 ４４８＋ ４１：５０．６ １５．４�

６１２ ロジメジャー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４８０－１２ 〃 ハナ １２．３�
１１ ビームライフル 牡３青鹿５６ 田辺 裕信西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ ３５．４�
１２ マイネルカーミン 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 ４７６± ０１：５０．７クビ ４８．９�
６１１ オコレマルーナ 牡３青鹿５６ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４４０－ ２ 〃 クビ ２．７�
２３ カフェコンセール 牡３青 ５６ 田中 勝春吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：５０．９１� ７５．５	
８１５ グ ラ ー ネ 牡３鹿 ５６ C．デムーロ 
キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム ４６０－１０１：５１．０� ２１．１�

（伊）

４８ リアルフレア 牡３栗 ５６ 内田 博幸吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：５１．１� １０．１�
８１６ ボーイフレンド 牡３栗 ５６ 岩田 康誠北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 ４２０－ ５ 〃 クビ １４６．６
７１３ ハイクラウン 牡３栗 ５６ 松岡 正海渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ４８２－ ４ 〃 アタマ １４．１�
５１０ ヴュルデバンダム 牝３青鹿５４ 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４６０＋２６１：５１．２クビ １４６．７�
７１４ アドマイヤリリーフ 牡３青鹿５６ 幸 英明近藤 利一氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ４１：５１．４１� １４３．３�
２４ ヴァリアシオン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 
サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－ ２１：５１．５� ９０．０�
４７ � イクシカナイダロウ 牡３青鹿５６ 戸崎 圭太徳原 英修氏 岡林 光浩 新ひだか 乾 皆雄 ４９８－ １１：５１．８２ ２４４．３�

（船橋） （大井）

３６ � ルンタノチュー 牡３鹿 ５６ 筒井 勇介藤村 伸次氏 南 輝幸 平取 福原 謙吉 ４５０± ０１：５１．９� ２９７．１�
（笠松） （笠松）

５９ ヴォードヴィリアン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 H.H．シェイク・ハムダン 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７４－ ４ （競走中止） ２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６１，７８１，２００円 複勝： ９２，２２８，９００円 枠連： ３４，８７４，６００円

馬連： １７０，８７０，６００円 馬単： １０１，９９９，０００円 ワイド： ６１，８８８，４００円

３連複： １８８，１５６，８００円 ３連単： ３８２，７０４，３００円 計： １，０９４，５０３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ４５０円 � ４００円 � ８２０円 枠 連（３－６） ９７０円

馬 連 �� ５，４３０円 馬 単 �� １１，５７０円

ワ イ ド �� １，８１０円 �� ３，１６０円 �� ４，０７０円

３ 連 複 ��� ３７，３４０円 ３ 連 単 ��� ２１１，４１０円

票 数

単勝票数 計 ６１７８１２ 的中 � ３１６８３（６番人気）
複勝票数 計 ９２２２８９ 的中 � ５６１５８（６番人気）� ６３３３７（４番人気）� ２７９０８（８番人気）
枠連票数 計 ３４８７４６ 的中 （３－６） ２６６７５（３番人気）
馬連票数 計１７０８７０６ 的中 �� ２３２３４（１６番人気）
馬単票数 計１０１９９９０ 的中 �� ６５０７（３４番人気）
ワイド票数 計 ６１８８８４ 的中 �� ８５５６（１７番人気）�� ４８０９（２８番人気）�� ３７０７（３４番人気）
３連複票数 計１８８１５６８ 的中 ��� ３７１９（８６番人気）
３連単票数 計３８２７０４３ 的中 ��� １３３６（４４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．０―３７．４―５０．３―１：０３．５―１：１６．５―１：２７．７―１：３８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．１

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

メイショウスザンナ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．１０ 京都６着

２００９．４．２７生 牝３鹿 母 グリーンオリーヴ 母母 メイシヨウスキー ７戦２勝 賞金 ２０，５５０，０００円
〔競走中止〕 ヴォードヴィリアン号は，競走中に疾病〔右第１趾骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。
（非当選馬） ２頭 ディーエスライダー号・ピタゴラスコンマ号
※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１９日 晴 良 （２４東京１）第８日 第１０競走 ��
��２，０００�アメジストステークス

発走１５時００分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．１
１：５６．１

良

良

５８ トランスワープ �７鹿 ５６ 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５３２－ ４２：０１．６ ４．４�

３３ サトノパンサー 牡４鹿 ５５ 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４９２－ ４２：０１．９２ １２．１�
２２ ノ ー ス テ ア �４栗 ５６ 岩田 康誠山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５３６－ ２２：０２．０� ３．２�
８１４ プランスデトワール 牡４芦 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７６± ０２：０２．１クビ １９．５�
６１０ ヴァーゲンザイル 牡４黒鹿５５ 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６６± ０２：０２．３１ ７．５�
６９ � ウォークラウン 牡６鹿 ５６ 川田 将雅加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates ５２０－ ４ 〃 ハナ ３５．２�
３４ ラヴェルソナタ 牡４鹿 ５５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５３８± ０ 〃 クビ ５．７	
１１ ヴァンダライズ 牡５栗 ５５ 吉田 豊前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４７２－ ４２：０２．４クビ ２２．８

４６ ザサンデーフサイチ 牡８黒鹿５５ 幸 英明林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ２ 〃 クビ １０９．１�
７１１ チュウワプリンス 牡６黒鹿５５ C．デムーロ 中西 忍氏 大久保龍志 静内 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０± ０２：０２．５クビ １５．８�
（伊）

７１２ アロマカフェ 牡５黒鹿５８ 武 豊西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４８８＋ ８ 〃 アタマ １０．２
４５ マイネソルシエール 牝４栗 ５２ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－ ６ 〃 クビ ３９．４�
５７ ブルースターキング 牡６黒鹿５３ 松岡 正海 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４７８－ ４２：０３．０３ １０６．０�
８１３ セタガヤフラッグ 牡９鹿 ５４ 江田 照男千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４７０＋１６２：０３．６３	 ２２９．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５４，２５３，２００円 複勝： ９４，３０５，３００円 枠連： ４４，６３６，７００円

馬連： ２１７，３１６，３００円 馬単： １１３，０９７，８００円 ワイド： ６８，８４７，６００円

３連複： ２４２，４８７，２００円 ３連単： ４４５，８５０，６００円 計： １，２８０，７９４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １７０円 � ２９０円 � １４０円 枠 連（３－５） １，０６０円

馬 連 �� ３，８１０円 馬 単 �� ５，９５０円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� ３７０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ３，７４０円 ３ 連 単 ��� ２７，０９０円

票 数

単勝票数 計 ５４２５３２ 的中 � ９７９９２（２番人気）
複勝票数 計 ９４３０５３ 的中 � １４６０４８（２番人気）� ６５１５３（６番人気）� ２２９３０６（１番人気）
枠連票数 計 ４４６３６７ 的中 （３－５） ３１３７２（５番人気）
馬連票数 計２１７３１６３ 的中 �� ４２１７３（１６番人気）
馬単票数 計１１３０９７８ 的中 �� １４０４８（２２番人気）
ワイド票数 計 ６８８４７６ 的中 �� １３０７２（１７番人気）�� ５１１２６（２番人気）�� ２３４００（６番人気）
３連複票数 計２４２４８７２ 的中 ��� ４７８８４（９番人気）
３連単票数 計４４５８５０６ 的中 ��� １２１４９（７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２５．２―３７．２―４９．７―１：０２．４―１：１５．４―１：２８．０―１：３９．０―１：５０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．２―３F３３．６

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

勝馬の
紹 介

トランスワープ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００８．６．８ 東京３着

２００５．３．７生 �７鹿 母 ボンヌシャンス 母母 マツクホープ １６戦５勝 賞金 ７７，７７２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 プランスデトワール号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１１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。

１レース目 ３レース目



０３０９５ ２月１９日 晴 良 （２４東京１）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第２９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
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

８１６� テスタマッタ 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford
Farm ５０４＋ ２１：３５．４ ２４．３�

２３ シルクフォーチュン 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４７０± ０１：３５．７２ １４．６�
５１０ ワンダーアキュート 牡６鹿 ５７ 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５２０＋１２１：３５．８� ５．７�
６１１ ダノンカモン 牡６黒鹿５７ 福永 祐一�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５３２＋ ２ 〃 ハナ １５．９�
５９ エスポワールシチー 牡７栗 ５７ 武 豊 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 門別 幾千世牧場 ５００－ ６１：３６．０１ ７．８�
１２ タガノロックオン 牡４栗 ５７ 田辺 裕信八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５２４＋ ４１：３６．４２	 １４０．０�
８１５ トランセンド 牡６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 ５１８－ ２１：３６．６１	 １．５	
３６ ケイアイテンジン 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４８４－ ２１：３６．７クビ １３７．８

４７ ヤマニンキングリー 牡７栗 ５７ C．デムーロ 土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ５０２＋ １１：３６．８	 ４５．６�

（伊）

６１２� ライブコンサート 
８黒鹿５７ 蛯名 正義グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.
Chandris ４７６± ０１：３６．９	 ３２２．６�

３５ ヒラボクワイルド 牡６青鹿５７ 幸 英明�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４９６± ０１：３７．１１ １６３．３
７１３ グランプリボス 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０８－１０ 〃 ハナ ２１．１�
７１４ トウショウカズン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５３４－ ４１：３７．２� ７２．４�
２４ スマイルジャック 牡７黒鹿５７ 丸山 元気齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４９８＋ ２１：３８．１５ １８８．１�
４８ セイクリムズン 牡６黒鹿５７ 吉田 隼人金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ５２０± ０１：３８．２� ２２２．６�
１１ � ナイキマドリード 牡６鹿 ５７ 戸崎 圭太小野 誠治氏 川島 正行 日高 下河辺牧場 B４８２－ １１：３８．３クビ １７３．２�

（船橋） （大井）

（１６頭）

売 得 金
単勝： ４４７，９２２，４００円 複勝： ８２３，０００，７００円 枠連： ３２２，３６２，８００円 馬連： １，３８６，１４２，９００円 馬単： １，０８４，０８７，２００円

ワイド： ５０９，３９８，２００円 ３連複： １，８７５，９５４，７００円 ３連単： ５，６２２，２２１，１００円 ５重勝： １，０２１，５８１，９００円 計： １３，０９２，６７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４３０円 複 勝 � ７６０円 � ６６０円 � ３１０円 枠 連（２－８） １，０５０円

馬 連 �� １０，５１０円 馬 単 �� ２６，２１０円

ワ イ ド �� ２，４３０円 �� １，１６０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� １５，５３０円 ３ 連 単 ��� １４１，９１０円

５ 重 勝
対象競走：東京９R／京都１０R／東京１０R／京都１１R／東京１１R

キャリーオーバー なし����� ３，４５８，３９０円

票 数

単勝票数 計４４７９２２４ 的中 � １４５７６８（７番人気）
複勝票数 計８２３０００７ 的中 � ２６６９８２（６番人気）� ３１２６１１（５番人気）� ７８５０９４（２番人気）
枠連票数 計３２２３６２８ 的中 （２－８） ２２８５３６（３番人気）
馬連票数 計１３８６１４２９ 的中 �� ９７４１１（２２番人気）
馬単票数 計１０８４０８７２ 的中 �� ３０５２５（４７番人気）
ワイド票数 計５０９３９８２ 的中 �� ５０１９１（１９番人気）�� １０９６６４（１１番人気）�� １３５４３８（９番人気）
３連複票数 計１８７５９５４７ 的中 ��� ８９１６４（３７番人気）
３連単票数 計５６２２２２１１ 的中 ��� ２９２４０（２５７番人気）
５重勝票数 計１０２１５８１９ 的中 ����� ２１８

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．６―１１．９―１２．１―１２．４―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．１―３４．７―４６．６―５８．７―１：１１．１―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テスタマッタ �
�
父 Tapit �

�
母父 Concern デビュー ２００８．１０．１９ 京都１着

２００６．３．１９生 牡６鹿 母 Difficult 母母 Wings of Jove １８戦５勝 賞金 ２３６，４２５，０００円
［他本会外：６戦１勝］

〔発走状況〕 シルクフォーチュン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シルクフォーチュン号は，平成２４年２月２０日から平成２４年３月１１日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※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 エベレストオー号・ナニハトモアレ号・レッドヴァンクール号
※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。

０３０９６ ２月１９日 晴 良 （２４東京１）第８日 第１２競走 ��
��２，１００�

きんてい

金蹄ステークス
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，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

２４ トーセンアレス 牡５鹿 ５７ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ２２：１１．７ ４．１�

２３ ドレミファドン 牡４黒鹿５６ 吉田 隼人千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム ４８８± ０ 〃 クビ ３．１�
４７ オースミイレブン 牡５芦 ５７ 福永 祐一�オースミ 昆 貢 新冠 高瀬牧場 ５０８＋ ４２：１１．８クビ ４．８�
７１３ ア イ ノ カ ゼ 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 ムラカミファーム ５０８＋ ２２：１２．０１� ３１．５�
３５ ラ タ ー シ ュ 牡６栗 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５２２± ０ 〃 アタマ ７．５	
６１１ コスタパルメーラ 牡４黒鹿５６ 吉田 豊吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４７２－ ８２：１２．６３� １２．０

５９ サイモントルナーレ 牡６栗 ５７ 田辺 裕信澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４６８－ ２ 〃 アタマ １７．２�
１１ ヒラボクビジン 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４６６± ０２：１２．７クビ ５１．１�
１２ ジョーメテオ 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５１２－ ２ 〃 ハナ ４０．９
８１６ ジョーモルデュー 牡８鹿 ５７ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４７２－ ４２：１２．８クビ ８５．０�
３６ エナージバイオ 牡７栗 ５７ 小林慎一郎バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６８－ ８２：１２．９� ８９．７�
４８ 	 ヒシパーフェクト 牡６鹿 ５７ 木幡 初広阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.

Nichols ４７８＋ ２２：１３．１１� １６５．４�
７１４ ベルモントガリバー 牡６鹿 ５７ 田中 勝春 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ５２０－ ２ 〃 クビ １３６．０�
６１２ ド ッ ト コ ム 牡７鹿 ５７ 川田 将雅青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８４± ０２：１３．５２� ３５．１�
５１０ ストロングバサラ 牡７黒鹿５７ 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ５０２＋１０２：１３．６� １８．８�
８１５
 チョイワルグランパ 牡６黒鹿５７ C．デムーロ�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム ５０６－ ８２：１４．９８ ５２．８�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９３，３９５，４００円 複勝： １３３，７３９，０００円 枠連： ８５，２９３，１００円

馬連： ２８０，８４７，９００円 馬単： １５０，３６８，７００円 ワイド： １１１，３６３，９００円

３連複： ３５５，１９６，８００円 ３連単： ６６７，７９４，１００円 計： １，８７７，９９８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（２－２） ７６０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ４８０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� ６，８３０円

票 数

単勝票数 計 ９３３９５４ 的中 � １８１４２５（２番人気）
複勝票数 計１３３７３９０ 的中 � ２３７１７７（２番人気）� ２８２０２６（１番人気）� １７９７１０（３番人気）
枠連票数 計 ８５２９３１ 的中 （２－２） ８３３４８（４番人気）
馬連票数 計２８０８４７９ 的中 �� ２８２５５８（１番人気）
馬単票数 計１５０３６８７ 的中 �� ６６６２６（２番人気）
ワイド票数 計１１１３６３９ 的中 �� １２５９９８（１番人気）�� ５４０８６（４番人気）�� ６１８８５（２番人気）
３連複票数 計３５５１９６８ 的中 ��� １８９０４９（１番人気）
３連単票数 計６６７７９４１ 的中 ��� ７２２１９（３番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１２．４―１２．６―１２．８―１２．９―１３．０―１２．４―１２．３―１２．４―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．４―３０．８―４３．４―５６．２―１：０９．１―１：２２．１―１：３４．５―１：４６．８―１：５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．２
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンアレス �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 Gulch デビュー ２００９．１２．１２ 中山１着

２００７．４．２２生 牡５鹿 母 レ ー ス 母母 Key Flyer １５戦５勝 賞金 ８２，７７２，０００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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アグネスアンカー号・シグナリオ号
※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。

５レース目



（２４東京１）第８日 ２月１９日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３５７，７６０，０００円
２，０８０，０００円
７，１９０，０００円
６，４６０，０００円
３２，９９０，０００円
６５，７５２，０００円
５，４５４，０００円
１，７９５，２００円

勝馬投票券売得金
９０８，４９２，８００円
１，６８１，６４６，８００円
６８０，８９７，０００円
２，７０６，１２５，８００円
１，９０４，６７８，７００円
１，０４９，２０４，９００円
３，５０２，８７８，１００円
８，５７０，７２２，５００円
１，０２１，５８１，９００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
５ 重 勝
計 ２２，０２６，２２８，５００円

総入場人員 ５０，９００名 （有料入場人員 ４８，７９３名）



平成２４年度 第１回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４５５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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１，９９９，８５０，０００円
８，３２０，０００円
５６，６８０，０００円
１８，３８０，０００円
１８２，２７０，０００円
５０８，７９８，５００円
４３，０７１，０００円
１３，９６８，０００円

勝馬投票券売得金
４，３３０，８４２，７００円
７，３７４，６４９，０００円
３，３３６，８８６，９００円
１３，６４０，３６４，９００円
８，３６７，８７１，６００円
５，０６４，８１５，０００円
１６，５２２，８６３，５００円
３３，４０６，１７８，３００円
３，９１８，１２２，０００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
５ 重 勝
計 ９５，９６２，５９３，９００円

総入場延人員 ２６０，７９０名 （有料入場延人員 ２１３，０３２名）


