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03083 2月24日 晴 良 （26東京1）第6日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時10分 （ダート・左）
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
1：21．5

不良
不良

59 � ラナウェイビート 牡3鹿 56 北村 宏司平本 敏夫氏 小西 一男 米
Meadow Oaks
Farm, LLC & Dr.
Frank Justice

516＋261：26．8 21．0�
23 ベ ッ ク 牡3栗 56 後藤 浩輝細川祐季子氏 伊藤 正徳 平取 稲原牧場 488－ 4 〃 クビ 2．4�
611 プロファウンド 牡3鹿 56 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 21：27．43� 58．3�
816� ブルーミーフラワー 牡3鹿 56 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 478＋ 4 〃 クビ 25．0�
612 ダテノトライアンフ 牡3栗 56 戸崎 圭太関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 472－ 21：27．61	 45．6�
47 ディアポジション 牡3黒鹿56 横山 典弘ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 476± 01：28．23� 5．4	
815� サンキュージョン 牡3鹿 56 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 加 R. F. Crean 490＋121：28．41	 3．3

510� コスモナチュラル 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux

Farm LLC 494＋ 61：28．61	 28．8�
35 メドウヒルズ 牡3栗 56 吉田 豊�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B470－ 61：28．7� 25．3
713� マルターズポラリス 
3鹿 56 武士沢友治藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Summer

Wind Farm B506－ 21：29．12� 56．4�
714 フレイムワンダー 牡3栗 56 津村 明秀伊東 純一氏 中川 公成 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 2 〃 アタマ 334．6�
48 クラシックヤンキー 牡3黒鹿56 江田 照男大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 498± 01：29．31	 376．4�
24 ナイルエクスプレス 牡3芦 56 宮崎 北斗 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 488－ 41：29．5� 12．8�
11 オールマイラブ 牡3栃栗56 木幡 初広湯澤 寛氏 大江原 哲 岩手 湯澤 寛 476－ 21：29．82 316．4�
36 スズカオーショウ 牡3栗 56 大野 拓弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 480－ 81：30．97 31．6�
12 ナ リ ノ サ チ 牝3青鹿54 G．ブノワ 成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B424＋ 21：31．11� 110．7�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，397，200円 複勝： 41，893，200円 枠連： 10，932，000円
馬連： 42，339，000円 馬単： 26，738，000円 ワイド： 24，402，500円
3連複： 68，800，800円 3連単： 111，275，500円 計： 347，778，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 520円 � 140円 � 1，320円 枠 連（2－5） 1，030円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 5，260円

ワ イ ド �� 850円 �� 13，700円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 52，350円 3 連 単 ��� 343，610円

票 数

単勝票数 計 213972 的中 � 8040（5番人気）
複勝票数 計 418932 的中 � 16745（5番人気）� 122877（1番人気）� 5982（11番人気）
枠連票数 計 109320 的中 （2－5） 7861（4番人気）
馬連票数 計 423390 的中 �� 15282（5番人気）
馬単票数 計 267380 的中 �� 3758（16番人気）
ワイド票数 計 244025 的中 �� 7403（7番人気）�� 422（62番人気）�� 2617（24番人気）
3連複票数 計 688008 的中 ��� 970（105番人気）
3連単票数 計1112755 的中 ��� 239（595番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．4―36．7―49．8―1：02．0―1：14．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．0
3 9（11，16）（4，8）（10，12）2（5，15）6，3－14－7－13，1 4 9，11，16（4，8，12）（2，5，10，15）（6，3）－14－7－13，1

勝馬の
紹 介

�ラナウェイビート �
�
父 Speightstown �

�
母父 Runaway Groom デビュー 2013．6．30 函館3着

2011．2．2生 牡3鹿 母 Rhiana 母母 Tatiani 2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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アサクサレーサー号・ハラハラドキドキ号
（非抽選馬） 6頭 オーシャントゥビー号・カツラオー号・グランパレ号・ケージープリサイス号・ハブーブ号・フジマサレジェンド号
※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。

03084 2月24日 晴 良 （26東京1）第6日 第2競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳

発走10時40分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

815� ターフデザイナー 牝3芦 54 G．ブノワ �Basic 畠山 吉宏 米
Patterson Bloodstock,
Bellepoint Management
& Taylor Made Farm

476－102：18．1 9．3�
（仏）

712 レンブラント 牡3黒鹿56 松岡 正海田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 484＋ 62：18．52� 11．0�
611 レイズアセイル 牝3栗 54 江田 照男 �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B458－ 4 〃 クビ 22．1�
11 ノースエット 牡3黒鹿56 石橋 脩平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 510－ 42：18．71� 10．0�
713 ローゼクヴァルツ 牝3青 54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 448＋ 62：18．8� 23．0�
35 クオーターマスター 牡3芦 56 U．リスポリ 	サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 516－ 82：19．11	 12．7


（仏）

610 サピエンティア 牡3鹿 56 岩田 康誠広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 佐々木 恵一 520－162：19．42 8．0�
46 アイティファースト 牡3鹿 56 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 458－ 82：19．5クビ 53．9�
814 ミラクルヴォーグ 牡3鹿 56 津村 明秀千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 486＋ 22：19．6� 44．1
22 トーアイタダキ 牡3栗 56 宮崎 北斗高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 454＋ 42：19．92 252．1�
58 エイブルカイザー 牡3栗 56 大野 拓弥中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 474＋ 42：20．11 39．4�
34 アルビセレステ 
3黒鹿56 浜中 俊 	サンデーレーシング 小島 太 安平 ノーザンファーム 478＋ 62：20．3	 97．1�
23 ジェネスグレイト 牡3鹿 56 吉田 豊山口 真吾氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 542－ 62：20．51� 208．0�
47 ルヴェソンヴェール 牝3栗 54 後藤 浩輝佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 498－ 42：20．6クビ 2．1�
59 コクシブルース 
3鹿 56 丸山 元気	向別牧場 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 470－ 22：20．7	 10．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，553，300円 複勝： 32，594，000円 枠連： 10，687，400円
馬連： 39，153，200円 馬単： 25，639，500円 ワイド： 23，055，100円
3連複： 62，824，500円 3連単： 99，803，900円 計： 312，310，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 360円 � 350円 � 720円 枠 連（7－8） 2，120円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 10，020円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 2，420円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 23，930円 3 連 単 ��� 106，600円

票 数

単勝票数 計 185533 的中 � 15762（3番人気）
複勝票数 計 325940 的中 � 25331（6番人気）� 26005（5番人気）� 10996（9番人気）
枠連票数 計 106874 的中 （7－8） 3727（9番人気）
馬連票数 計 391532 的中 �� 6974（14番人気）
馬単票数 計 256395 的中 �� 1890（35番人気）
ワイド票数 計 230551 的中 �� 3481（21番人気）�� 2341（31番人気）�� 2197（32番人気）
3連複票数 計 628245 的中 ��� 1938（79番人気）
3連単票数 計 998039 的中 ��� 691（338番人気）

ハロンタイム 7．4―11．4―13．7―13．8―14．0―12．8―12．9―13．6―12．7―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．4―18．8―32．5―46．3―1：00．3―1：13．1―1：26．0―1：39．6―1：52．3―2：05．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ターフデザイナー �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Colonial Affair デビュー 2013．11．17 東京14着

2011．4．5生 牝3芦 母 Hollow Design 母母 Designatoree 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 ノースエット号の調教師小笠倫弘は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出走取消馬 ヤレバデキルコ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カシマブレイン号・サブリメイション号・ブリリアントミノル号
（非抽選馬） 2頭 ヒロソーラー号・モルフェティー号
※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。

第１回 東京競馬 第６日〔代替競馬〕



03085 2月24日 晴 良 （26東京1）第6日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

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
1：34．4
1：33．3

重
良

815 アートフェスタ 牡3黒鹿56 G．ブノワ 森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 500 ―1：40．7 39．0�
（仏）

24 スズトラッド 牡3鹿 56 吉田 豊小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 山際セントラルスタッド 494 ―1：41．01� 13．2�
12 シンボリハミルトン 牡3芦 56 津村 明秀シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 498 ―1：41．1� 36．1�
714 サタンズクラウン 牡3栗 56 三浦 皇成 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 536 ― 〃 クビ 6．3�
36 トーセンスティング 牡3鹿 56 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 526 ―1：41．73� 5．2	
48 クインズジャーニー 牡3鹿 56 内田 博幸 
クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新冠 隆栄牧場 502 ― 〃 ハナ 2．3�
611 トーセンウィンザー 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 488 ―1：42．44 164．4�

816 サクラナモラーダ 牝3栗 54 横山 典弘
さくらコマース尾形 和幸 新ひだか 山田牧場 492 ― 〃 アタマ 15．4
23 メ イ ジ ン 牡3栗 56 U．リスポリ國分 純氏 蛯名 利弘 日高 スマイルファーム 452 ―1：42．61� 30．9�

（仏）

713 ゴールドパール 牡3栗 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 神垣 道弘 484 ― 〃 ハナ 11．2�
59 リックダンサー 牡3黒鹿56 武士沢友治山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 中田 浩美 440 ―1：42．81� 63．6�
47 マサノハナチャン 牝3鹿 54 岩田 康誠中村 時子氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 438 ―1：43．12 66．8�
612 ゴールドアスール 牝3栗 54 田中 勝春玉井 英夫氏 松山 将樹 日高 幾千世牧場 456 ―1：44．05 11．3�
11 ベ ル リ ー ナ 牝3鹿 54 石橋 脩窪田 芳郎氏 高橋 文雅 日高 滝本 健二 452 ―1：45．38 197．8�
510 グリーナウェイ 牡3栗 56 蛯名 正義山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 496 ―1：45．72� 40．6�
35 エステーミー 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新ひだか 山口 忠彦 418 ―1：45．9� 180．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，105，400円 複勝： 29，845，600円 枠連： 13，075，600円
馬連： 37，558，500円 馬単： 23，692，100円 ワイド： 19，883，300円
3連複： 51，610，900円 3連単： 81，394，500円 計： 277，165，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，900円 複 勝 � 750円 � 370円 � 1，080円 枠 連（2－8） 2，890円

馬 連 �� 14，130円 馬 単 �� 51，280円

ワ イ ド �� 5，260円 �� 3，760円 �� 6，060円

3 連 複 ��� 173，930円 3 連 単 ��� 1，201，390円

票 数

単勝票数 計 201054 的中 � 4066（10番人気）
複勝票数 計 298456 的中 � 10182（8番人気）� 23220（4番人気）� 6838（10番人気）
枠連票数 計 130756 的中 （2－8） 3348（11番人気）
馬連票数 計 375585 的中 �� 1963（37番人気）
馬単票数 計 236921 的中 �� 341（107番人気）
ワイド票数 計 198833 的中 �� 929（49番人気）�� 1307（37番人気）�� 805（51番人気）
3連複票数 計 516109 的中 ��� 219（270番人気）
3連単票数 計 813945 的中 ��� 50（1595番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．6―49．6―1：02．9―1：15．2―1：27．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F37．8
3 3，4（14，6）（15，8）（16，13）7，11（2，9，5）－12－1＝10 4 3（4，6）（14，15，8）（16，13）（7，11）（2，9，5）＝（1，12）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アートフェスタ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2011．5．30生 牡3黒鹿 母 サンフラワーガール 母母 ランバダスタイル 1戦1勝 賞金 6，000，000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。

03086 2月24日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26東京1）第6日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：17．5良・良

711 テイエムオペラドン 牡5鹿 60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 468－ 63：22．1 17．0�
34 エーシンホワイティ 牡7鹿 60 北沢 伸也�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 522－ 23：22．31� 2．3�
22 ニライジンク 牡5栗 60 熊沢 重文�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 502＋ 23：22．93� 11．3�
610 ヘリオスフィア 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 472－ 63：24．28 18．7�
58 ラッキーバニラ 牡7青鹿60 浜野谷憲尚吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B518－ 23：24．3� 3．3	
57 	 プロジェクトブルー 牡7鹿 60 石神 深一 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 526＋103：25．04 16．2

813	 ラインミッシェル 牝5鹿 58

57 ▲原田 和真大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 上村 清志 440＋ 43：25．63� 31．9�
33 
	 ウィッシングデュー 牝10黒鹿58 山本 康志中村 浩章氏 土田 稔 米 Hopewell In-

vestments LLC 506＋ 23：25．91� 19．7�
46 ビレッジトレンディ 牝4鹿 57 大江原 圭村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 460＋ 83：26．0� 21．3
45 キュウシュウソダチ 牡4鹿 59 草野 太郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 452± 03：28．0大差 172．3�
11 エフティシリウス 牡4青鹿59 江田 勇亮吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450＋ 23：28．1� 118．9�
814 プロヴィデンス 牡8鹿 60 金子 光希臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 522－103：30．2大差 83．0�
712 アードバーク 牡5鹿 60 鈴木 慶太石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 486＋203：32．3大差 140．8�
69 リアルブラック �5青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 506± 0 （競走中止） 10．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，716，600円 複勝： 23，241，400円 枠連： 12，147，300円
馬連： 30，931，800円 馬単： 21，159，600円 ワイド： 17，254，500円
3連複： 48，477，200円 3連単： 85，127，200円 計： 254，055，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 440円 � 130円 � 300円 枠 連（3－7） 2，360円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 7，270円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，170円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 38，030円

票 数

単勝票数 計 157166 的中 � 7327（6番人気）
複勝票数 計 232414 的中 � 9909（8番人気）� 76969（1番人気）� 16114（5番人気）
枠連票数 計 121473 的中 （3－7） 3804（8番人気）
馬連票数 計 309318 的中 �� 9166（9番人気）
馬単票数 計 211596 的中 �� 2148（25番人気）
ワイド票数 計 172545 的中 �� 4419（9番人気）�� 3529（15番人気）�� 7785（4番人気）
3連複票数 計 484772 的中 ��� 7230（14番人気）
3連単票数 計 851272 的中 ��� 1652（112番人気）
上り 1マイル 1：45．6 4F 50．7－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムオペラドン �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．10．8 京都10着

2009．3．13生 牡5鹿 母 テイエムオーシャン 母母 リヴァーガール 障害：2戦1勝 賞金 7，700，000円
〔騎手変更〕 ウィッシングデュー号の騎手横山義行は，第2回京都競馬第8日第4競走での落馬負傷のため山本康志に変更。
〔競走中止〕 リアルブラック号は，1周目7号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エクレウス号・エスケイヒーロー号・カワキタバルク号・トキノフウジン号・リベラルアーツ号



03087 2月24日 晴 良 （26東京1）第6日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000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

24 レッドソレイユ 牡3鹿 56 G．ブノワ �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472 ―1：53．4 3．1�
（仏）

510 レテルノアモーレ 牡3鹿 56 江田 照男 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 476 ―1：53．61� 48．6�

48 サンタンドレ 牡3芦 56 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 502 ―1：53．81� 5．6�

36 トーセンオーキッド 牝3鹿 54 石橋 脩島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 472 ― 〃 クビ 28．0�
611 ゴールデンフェザー 牝3栗 54 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 470 ―1：54．01� 50．9	
713 ディープラヴ 牝3鹿 54 大野 拓弥窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 490 ―1：54．21� 31．5

714 レッドボルゲーゼ 牡3栗 56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460 ―1：54．3	 11．6�
23 サダムホノルアベイ 牡3栗 56 岩田 康誠大西 定氏 田中 剛 新冠 ハシモトフアーム 512 ― 〃 ハナ 53．6�
35 シ ゲ ル ト サ 牡3鹿 56 後藤 浩輝森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 三枝牧場 468 ― 〃 クビ 39．5
816 シークレットパス 牡3芦 56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 454 ―1：54．51� 15．6�
59 マ ニ エ ー テ 牝3栗 54 福永 祐一堂守 貴志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 438 ―1：55．45 43．9�
815 サトノセレリティ 牡3鹿 56 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490 ― 〃 クビ 15．1�
11 ネオリアリズム 牡3栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 514 ―1：55．5クビ 3．3�
47 ギンマクノヒロイン 牝3栗 54 北村 宏司丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 410 ― 〃 アタマ 27．5�
12 ダ ー ク ビ ア 牡3黒鹿56 津村 明秀飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 488 ―1：55．92� 92．5�
612 ノーブルキャロル 牝3鹿 54

53 ☆嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 418 ― （競走中止） 121．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，325，500円 複勝： 36，722，600円 枠連： 16，817，100円
馬連： 44，227，000円 馬単： 29，213，900円 ワイド： 23，715，900円
3連複： 66，251，700円 3連単： 107，211，900円 計： 350，485，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 900円 � 190円 枠 連（2－5） 3，770円

馬 連 �� 8，430円 馬 単 �� 12，870円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 330円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 10，040円 3 連 単 ��� 63，300円

票 数

単勝票数 計 263255 的中 � 68327（1番人気）
複勝票数 計 367226 的中 � 72038（2番人気）� 7669（11番人気）� 57949（3番人気）
枠連票数 計 168171 的中 （2－5） 3298（15番人気）
馬連票数 計 442270 的中 �� 3876（27番人気）
馬単票数 計 292139 的中 �� 1676（42番人気）
ワイド票数 計 237159 的中 �� 2379（24番人気）�� 20524（2番人気）�� 1952（31番人気）
3連複票数 計 662517 的中 ��� 4872（27番人気）
3連単票数 計1072119 的中 ��� 1250（168番人気）

ハロンタイム 13．2―12．5―13．4―13．9―14．0―12．7―11．0―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．7―39．1―53．0―1：07．0―1：19．7―1：30．7―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

レッドソレイユ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pulpit 初出走

2011．2．26生 牡3鹿 母 リーチフォーザムーン 母母 Chancey Squaw 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 ノーブルキャロル号は，4コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 コスモヨウヘイ号・デュアルインパクト号・ミヤビホークアイ号
※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。

03088 2月24日 晴 良 （26東京1）第6日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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
1：19．6
1：19．0

良
良

59 サトノルパン 牡3黒鹿56 小牧 太里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 450－ 21：22．0 1．8�
48 ウエスタンメルシー 牝3鹿 54 後藤 浩輝西川 賢氏 松山 康久 新ひだか ウエスタンファーム 452± 01：22．31� 20．5�
23 アブソリュカフェ 牡3黒鹿56 浜中 俊西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 490＋141：22．4� 8．6�
47 ペイシャフェリス 牝3鹿 54 丸山 元気北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 434－ 41：22．5� 10．9�
510 リターンラルク 牡3鹿 56 田辺 裕信山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 458＋181：22．81� 5．8�
36 レッツサッチャー 牝3栗 54 岩田 康誠大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 480＋ 21：23．01	 22．7�
815 コスモドーム 牡3鹿 56 松岡 正海 	ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 484＋241：23．1� 75．2

12 トーセンシルエット 牝3芦 54 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 456＋121：23．2� 16．8�
816 ウインイルソーレ 牡3鹿 56 三浦 皇成ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 480± 0 〃 同着 77．9�
714 オータムラヴ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太Basic 田島 俊明 新ひだか 見上牧場 482－ 2 〃 アタマ 35．9�
612 クインズセブン 牡3鹿 56 大野 拓弥 クイーンズ・ランチ 松山 康久 浦河 富田牧場 484－ 41：23．3� 123．3�
11 ヒカルブルービー 牡3鹿 56 吉田 豊髙橋 京子氏 古賀 史生 新冠 守矢牧場 496＋141：23．4クビ 84．6�
24 ダイワラスター 牝3黒鹿54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 410＋ 41：23．61� 113．6�
713 シンボリネルソン 牡3黒鹿56 福永 祐一シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 436＋ 21：23．7クビ 31．1�
611 サクセスフィリア 牝3鹿 54 内田 博幸髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 430＋201：24．33� 45．8�
35 アローズグリーム 牡3鹿 56 津村 明秀門野 文典氏 和田 雄二 浦河 日田牧場 502＋ 21：24．4� 101．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，337，300円 複勝： 57，531，000円 枠連： 20，928，300円
馬連： 60，464，700円 馬単： 42，391，000円 ワイド： 35，591，600円
3連複： 89，860，500円 3連単： 162，291，700円 計： 501，396，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 310円 � 230円 枠 連（4－5） 470円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 570円 �� 370円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 20，440円

票 数

単勝票数 計 323373 的中 � 149446（1番人気）
複勝票数 計 575310 的中 � 223542（1番人気）� 33289（5番人気）� 49526（4番人気）
枠連票数 計 209283 的中 （4－5） 32991（1番人気）
馬連票数 計 604647 的中 �� 22254（6番人気）
馬単票数 計 423910 的中 �� 11508（9番人気）
ワイド票数 計 355916 的中 �� 15599（4番人気）�� 25900（3番人気）�� 4610（17番人気）
3連複票数 計 898605 的中 ��� 13065（13番人気）
3連単票数 計1622917 的中 ��� 5862（49番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．8―12．2―11．3―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．9―35．7―47．9―59．2―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノルパン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．11．9 京都3着

2011．3．7生 牡3黒鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 5戦2勝 賞金 16，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ツクバジャパン号



03089 2月24日 晴 良 （26東京1）第6日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

815 ケンブリッジサン 牡4鹿 57 G．ブノワ 中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 486± 01：38．2 2．7�

（仏）

816 アプレレクール 牝6青鹿55 石橋 脩 �グリーンファーム小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：38．83� 20．0�
35 ナムライチバンボシ 牡4鹿 57 津村 明秀奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 496＋101：38．9� 67．7�
23 クロスカップリング �5青鹿57 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 クビ 64．8�
47 ブルーイングリーン 牡5栗 57 福永 祐一青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494± 01：39．0� 15．5�
11 ラクリモーサ 牝5青鹿55 戸崎 圭太 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 454＋221：39．32 30．9	
713 ベールグリーン 牡4黒鹿57 丸山 元気斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 492＋ 8 〃 アタマ 22．4

48 サンリットレイク 牡5鹿 57 U．リスポリ吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 520－ 41：39．51	 2．3�

（仏）

24 ノーブルガイア 牝5黒鹿55 梶 晃啓菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 446－ 21：39．81� 230．8�
714 リ ヴ ァ ロ 牝4鹿 55 岩田 康誠四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 460－ 21：40．22� 10．2
59 ホイットマン �4栗 57 村田 一誠池谷 誠一氏 栗田 徹 むかわ 上水牧場 452＋ 21：40．52 133．5�
612 ア ビ ス コ 牡4芦 57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 494＋ 6 〃 ハナ 91．9�
611
 シングンカイロス 牡5鹿 57 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 484＋ 61：41．03 17．9�
12 
 エバールージュ 牝5栗 55 江田 照男宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456＋101：42．17 207．7�
510 サイレンスバード 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B502＋ 41：43．05 84．8�
36 ワ ン ダ フ ル �4栗 57 C．デムーロ 諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 466＋121：43．63� 42．5�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，978，300円 複勝： 43，272，800円 枠連： 22，186，000円
馬連： 62，955，800円 馬単： 41，795，200円 ワイド： 32，355，800円
3連複： 95，431，100円 3連単： 175，242，100円 計： 497，217，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 480円 � 1，600円 枠 連（8－8） 2，720円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 930円 �� 3，120円 �� 25，560円

3 連 複 ��� 67，270円 3 連 単 ��� 222，600円

票 数

単勝票数 計 239783 的中 � 72382（2番人気）
複勝票数 計 432728 的中 � 127865（1番人気）� 18896（6番人気）� 5029（12番人気）
枠連票数 計 221860 的中 （8－8） 6029（9番人気）
馬連票数 計 629558 的中 �� 15746（9番人気）
馬単票数 計 417952 的中 �� 7720（12番人気）
ワイド票数 計 323558 的中 �� 8990（8番人気）�� 2524（26番人気）�� 301（83番人気）
3連複票数 計 954311 的中 ��� 1047（113番人気）
3連単票数 計1752421 的中 ��� 581（404番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．7―12．5―12．9―12．6―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．1―47．6―1：00．5―1：13．1―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケンブリッジサン �
�
父 フサイチホウオー �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2012．9．29 中山2着

2010．4．24生 牡4鹿 母 ケンアマツカゼ 母母 セイントエンジェル 16戦2勝 賞金 34，476，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダフル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月24日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ポイントキセキ号
（非抽選馬） 3頭 シゲルリョウケンザ号・ライズアゲイン号・レッドヴィーヴォ号
※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24日 晴 良 （26東京1）第6日 第8競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走14時00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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

23 アナンジュパス 牝5鹿 55 U．リスポリ�G1レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 472＋142：26．6 6．5�
（仏）

11 ジャングルクルーズ �5鹿 57 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504＋ 82：26．81	 3．9�
59 カムイミンタラ 牡4鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 498± 02：27．01	 2．6�
35 マイネルクレイズ 牡4黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 490－ 22：27．63
 32．6�
816 トーセンワープ 牡4鹿 56 吉田 豊島川 	哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ

スティファーム B470＋ 2 〃 クビ 37．7

510� ヒカルデザイアー 牡4鹿 56 三浦 皇成高橋 光氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 480－ 6 〃 ハナ 149．4�
611 セプテントリオ 牡4黒鹿56 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 62：27．81
 12．7�
48 シンボリジャズ 牡4鹿 56 内田 博幸シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 484＋ 42：27．9
 13．0
12 ティンホイッスル 牝4黒鹿54 G．ブノワ �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム B460＋ 82：28．43 40．6�

（仏）

47 プライドイズメシア 牡4鹿 56 石橋 脩三枝 栄二氏 高橋 文雅 浦河 バンブー牧場 524＋142：28．61 19．7�
713 タイセイポラリス 牡4栗 56 岩田 康誠田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 470－ 82：29．34 34．3�
714 スイートクラウン 牝4栗 54 田中 勝春谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B474－ 6 〃 クビ 75．6�
36 � アービバラスボーイ 牡4黒鹿56 武士沢友治古川 智洋氏 佐藤 吉勝 日高 賀張三浦牧場 B456± 02：29．4クビ 204．9�
24 ジェイケイネオ 牡4青鹿56 田辺 裕信小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 490＋ 22：29．5
 12．9�
612� ヒシサイレンス 牡4黒鹿56 江田 照男阿部 雅英氏 小笠 倫弘 米 Masa-

ichiro Abe 462－ 62：30．03 33．4�
815 ウインデスティニー 牡4栗 56 大野 拓弥�ウイン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 448＋102：30．21
 100．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，840，800円 複勝： 49，087，600円 枠連： 21，560，600円
馬連： 66，555，600円 馬単： 42，556，200円 ワイド： 34，713，000円
3連複： 97，605，100円 3連単： 164，575，000円 計： 504，493，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 130円 � 130円 枠 連（1－2） 610円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 400円 �� 420円 �� 250円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 6，210円

票 数

単勝票数 計 278408 的中 � 33790（3番人気）
複勝票数 計 490876 的中 � 63127（3番人気）� 114474（2番人気）� 118067（1番人気）
枠連票数 計 215606 的中 （1－2） 26163（3番人気）
馬連票数 計 665556 的中 �� 51561（3番人気）
馬単票数 計 425562 的中 �� 14998（5番人気）
ワイド票数 計 347130 的中 �� 20259（4番人気）�� 19539（5番人気）�� 39178（1番人気）
3連複票数 計 976051 的中 ��� 83343（1番人気）
3連単票数 計1645750 的中 ��� 19583（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．3―12．9―12．8―13．1―12．5―12．5―12．2―11．3―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．6―35．9―48．8―1：01．6―1：14．7―1：27．2―1：39．7―1：51．9―2：03．2―2：14．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アナンジュパス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2012．3．24 中山5着

2009．4．17生 牝5鹿 母 エンゼルカロ 母母 ヤマフノーザリー 15戦3勝 賞金 30，120，000円
〔制裁〕 マイネルクレイズ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※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24日 晴 良 （26東京1）第6日 第9競走 ��
��1，600�

お お し ま

大 島 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，25．2．16以降26．2．18まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

714� レッドルーファス 牡4栗 55 G．ブノワ �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Charles
H. Wacker 502－ 41：37．8 6．2�

（仏）

815 オメガスパーキング 牡5鹿 55 北村 宏司原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B478－ 21：37．9	 10．3�
510 バーディーイーグル 牡4鹿 54 戸崎 圭太里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 486＋ 21：38．0	 5．7�
48 ワンダーロード 牡4青鹿55 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新冠 隆栄牧場 468－ 2 〃 クビ 4．6�
12 サウンドトゥルー 牡4栗 57 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 478± 01：38．1	 3．2�
47 スギノハルバード 牡4鹿 55 内田 博幸杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 B480＋ 21：38．2	 15．8	
11 アルセーヌシチー 牡8鹿 53 江田 照男 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 512＋ 41：38．41 175．6

816 スズカヴィグラス 牡5鹿 56 蛯名 正義永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 504＋ 8 〃 ハナ 28．2�
59 � フロリダブルー 牡4鹿 56 横山 典弘 �クイーンズ・ランチ 松山 康久 米 Darley & Craig

D. Upham 454－ 41：38．61
 12．5�
612 コスモパルダ 牡5青鹿54 柴田 大知 ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 498＋141：38．81
 58．8�
24 カイシュウタビビト 牡5芦 54 杉原 誠人飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 516＋ 21：39．33 49．4�
36 フェイルノート �7青鹿54 松岡 正海 キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム 530＋10 〃 クビ 155．2�
611 コンプリートゲーム 牡4鹿 54 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 524＋ 81：39．4クビ 55．7�
23 ドラゴンレジェンド 牡4栗 54 木幡 初広窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：39．61	 68．2�
35 ツクババンドーオー 牡5鹿 54 横山 和生荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 496＋ 6 〃 クビ 42．3�
713 コルノグランデ 牡6青鹿56 石橋 脩吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 474＋141：42．0大差 87．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，917，500円 複勝： 73，211，700円 枠連： 30，888，400円
馬連： 110，383，100円 馬単： 60，584，400円 ワイド： 46，851，300円
3連複： 147，233，800円 3連単： 261，966，400円 計： 772，036，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 270円 � 270円 � 200円 枠 連（7－8） 2，300円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 780円 �� 770円

3 連 複 ��� 7，500円 3 連 単 ��� 43，390円

票 数

単勝票数 計 409175 的中 � 52241（4番人気）
複勝票数 計 732117 的中 � 69846（4番人気）� 69411（5番人気）� 109974（2番人気）
枠連票数 計 308884 的中 （7－8） 9925（10番人気）
馬連票数 計1103831 的中 �� 18025（18番人気）
馬単票数 計 605844 的中 �� 6307（28番人気）
ワイド票数 計 468513 的中 �� 9735（15番人気）�� 15097（8番人気）�� 15315（7番人気）
3連複票数 計1472338 的中 ��� 14493（24番人気）
3連単票数 計2619664 的中 ��� 4456（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．5―47．9―1：00．4―1：12．7―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レッドルーファス �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．5．25 東京8着

2010．4．29生 牡4栗 母 Oonagh Maccool 母母 Alidiva 7戦3勝 賞金 30，627，000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 シゲルモトナリ号・ラゴディラゴライ号・リアライズナマステ号
※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24日 晴 良 （26東京1）第6日 第10競走 ��
��1，400�

ひ ば り

雲雀ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

46 アミカブルナンバー 牝5鹿 55 内田 博幸池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 470＋121：21．6 3．5�
711� タマモマーブル 	6栗 57 武士沢友治タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 472－141：21．7
 32．3�
34 � デ ン フ ァ レ 牝7栗 55 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 494＋ 6 〃 ハナ 21．6�
11 キッズニゴウハン 牡6栗 57 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 アタマ 23．2�
33 ハ ー コ ッ ト 牡5鹿 57 三浦 皇成 	社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B468－ 6 〃 アタマ 16．5

813 セイクレットレーヴ 牡5鹿 57 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 470＋ 4 〃 アタマ 3．7�
58 ゴーハンティング 牡6黒鹿57 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 518＋141：21．8� 34．6�
712 ロードガルーダ 牡5青 57 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 504－10 〃 クビ 5．7
22 サトノヒーロー 牡5黒鹿57 G．ブノワ 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 540＋ 21：21．9� 6．0�

（仏）

69 ミ ナ レ ッ ト 牝4鹿 55 津村 明秀	ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 472＋ 6 〃 クビ 29．3�
57 ヒラボクインパクト 牡6鹿 57 蛯名 正義�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 494＋161：22．0� 24．2�
45 マイネルアダマス 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム 424－ 81：22．1クビ 20．1�
610 メジロツボネ 牝6芦 55 横山 和生岩﨑 伸道氏 高木 登 洞�湖 メジロ牧場 456＋ 6 〃 クビ 131．2�
814 シルクウェッジ 牡7青鹿57 江田 照男有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム 490＋ 61：22．84 96．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，521，600円 複勝： 73，812，200円 枠連： 31，204，900円
馬連： 128，149，900円 馬単： 69，185，700円 ワイド： 53，430，700円
3連複： 179，240，800円 3連単： 315，870，600円 計： 892，416，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 640円 � 430円 枠 連（4－7） 670円

馬 連 �� 5，510円 馬 単 �� 7，290円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 950円 �� 4，990円

3 連 複 ��� 23，430円 3 連 単 ��� 108，380円

票 数

単勝票数 計 415216 的中 � 96186（1番人気）
複勝票数 計 738122 的中 � 148197（1番人気）� 25067（10番人気）� 40012（5番人気）
枠連票数 計 312049 的中 （4－7） 34616（2番人気）
馬連票数 計1281499 的中 �� 17193（22番人気）
馬単票数 計 691857 的中 �� 7012（23番人気）
ワイド票数 計 534307 的中 �� 7028（25番人気）�� 14445（7番人気）�� 2555（56番人気）
3連複票数 計1792408 的中 ��� 5647（76番人気）
3連単票数 計3158706 的中 ��� 2151（348番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．7―11．7―11．0―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．9―35．6―47．3―58．3―1：09．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．3
3 10，9（4，14）（2，5，6）（1，3，7，8）（11，13）－12 4 10，9，14，4（5，6）2（3，7，8）（1，13）11－12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アミカブルナンバー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2011．11．19 東京4着

2009．1．23生 牝5鹿 母 ヒシシルバーメイド 母母 Hishi Amazon 17戦5勝 賞金 96，495，000円
〔その他〕 タマモマーブル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 タマモマーブル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年3月24日まで出走できない。
※キッズニゴウハン号は，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。



03093 2月24日 晴 良 （26東京1）第6日 第11競走 ��
��1，800�第48回共 同 通 信 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （トキノミノル記念） （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

共同通信社賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 546，000円 156，000円 78，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

57 イスラボニータ 牡3黒鹿57 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 21：48．1 2．2�

22 ベルキャニオン 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：48．31	 7．2�

45 サトノアラジン 牡3鹿 56 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514－ 41：48．62 3．3�
712 マイネルフロスト 牡3芦 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 486＋ 4 〃 クビ 33．3�
711 ピ オ ネ ロ 牡3鹿 56 U．リスポリ �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 476－101：48．81
 14．6	

（仏）

11 ハギノハイブリッド 牡3栗 56 藤岡 佑介日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 442－ 81：48．9クビ 34．5

34 ロ ー ハ イ ド 牡3鹿 56 戸崎 圭太石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 8 〃 アタマ 33．5�
46 ショウナンワダチ 牡3芦 56 北村 宏司国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 476－ 4 〃 クビ 14．0�
610 ラインカグラ 牝3黒鹿54 田中 勝春大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 428＋ 41：49．0クビ 145．0
58 ネオヴァロン 牡3鹿 56 C．デムーロ 小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 ハナ 92．6�

（伊）

69 シングンジョーカー 牡3黒鹿56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 466＋ 41：49．1� 62．5�
814 ガリバルディ 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 476－161：49．31	 11．4�
813 アスペンツリー 牡3黒鹿56 横山 典弘 �社台レースホース新開 幸一 安平 追分ファーム 472－ 81：49．4� 124．7�
33 レッドオラシオン 牡3芦 56 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B458± 01：49．93 207．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 184，766，100円 複勝： 271，849，400円 枠連： 82，932，200円
馬連： 427，044，000円 馬単： 278，600，800円 ワイド： 178，914，800円
3連複： 646，271，900円 3連単： 1，515，876，100円 計： 3，586，255，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 160円 � 130円 枠 連（2－5） 650円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 250円 �� 180円 �� 380円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 3，190円

票 数

単勝票数 計1847661 的中 � 671769（1番人気）
複勝票数 計2718494 的中 � 950074（1番人気）� 329883（3番人気）� 531147（2番人気）
枠連票数 計 829322 的中 （2－5） 94399（2番人気）
馬連票数 計4270440 的中 �� 466547（2番人気）
馬単票数 計2786008 的中 �� 197596（3番人気）
ワイド票数 計1789148 的中 �� 172026（2番人気）�� 288748（1番人気）�� 99977（3番人気）
3連複票数 計6462719 的中 ��� 645524（1番人気）
3連単票数 計15158761 的中 ��� 350778（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．1―12．6―12．9―12．5―10．9―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．7―49．3―1：02．2―1：14．7―1：25．6―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F33．4

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

勝馬の
紹 介

イスラボニータ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．6．2 東京1着

2011．5．21生 牡3黒鹿 母 イスラコジーン 母母 Isla Mujeres 5戦4勝 賞金 104，519，000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。

03094 2月24日 晴 良 （26東京1）第6日 第12競走 ��1，300�サラブレッド系4歳以上
発走16時25分 （ダート・左）

1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

815 マックスガイ 牡5青鹿57 北村 宏司平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム 478± 01：18．7 3．8�
612 ダンシングミッシー 牝5鹿 55 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 41：19．01� 3．2�
48 エアカーネリアン 牡6黒鹿57 浜中 俊 �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 488± 01：19．21 6．3�
816 タイキソレイユ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 452＋ 4 〃 ハナ 11．4�
713 テ ム ジ ン 牡5鹿 57 蛯名 正義熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 488± 01：19．62� 5．9	
36 ド ナ リ サ 牝6鹿 55

54 ☆横山 和生山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 476＋ 21：19．7� 53．6

59 ブロックコード 牡6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 480－ 81：19．8� 51．4�
24 ウインプロスパー 牡4鹿 57 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 520－ 21：20．01 21．6�
714 ノッキングオン 牡4鹿 57 大野 拓弥松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 438－ 2 〃 クビ 28．5
510 ドラゴンフラッシュ 牡5栗 57

54 ▲原田 和真窪田 芳郎氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 522＋151：20．1� 130．0�
47 ブ ロ ッ ケ ン 牝5鹿 55 松岡 正海本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－101：20．2クビ 48．9�
35 ベルストーリー 牝5鹿 55 G．ブノワ 髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 516＋ 41：20．3� 28．6�

（仏）

12 ザストロンシチー 牡6鹿 57 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 496－ 4 〃 アタマ 18．1�
23 � ハ イ タ ッ チ 牡5鹿 57 木幡 初広ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 森本 勝則 520＋151：20．4� 214．4�
611 ウインクロニクル 牡7黒鹿57 武士沢友治�ウイン 清水 英克 浦河 鎌田 正嗣 498＋181：20．5クビ 61．6�
11 � ニュースター 牝6黒鹿55 村田 一誠�中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 516± 0 〃 クビ 163．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，278，800円 複勝： 92，931，600円 枠連： 41，094，600円
馬連： 203，046，300円 馬単： 84，140，400円 ワイド： 72，216，600円
3連複： 229，019，900円 3連単： 426，715，600円 計： 1，203，443，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 140円 � 200円 枠 連（6－8） 480円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 260円 �� 480円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 542788 的中 � 114415（2番人気）
複勝票数 計 929316 的中 � 181178（2番人気）� 212352（1番人気）� 103633（4番人気）
枠連票数 計 410946 的中 （6－8） 64389（1番人気）
馬連票数 計2030463 的中 �� 271297（1番人気）
馬単票数 計 841404 的中 �� 54618（1番人気）
ワイド票数 計 722166 的中 �� 79228（1番人気）�� 35132（4番人気）�� 34456（5番人気）
3連複票数 計2290199 的中 ��� 123255（2番人気）
3連単票数 計4267156 的中 ��� 55777（4番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．7―12．4―12．2―11．8―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．5―30．2―42．6―54．8―1：06．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．1
3 11，4，15，8（2，13）14（7，10）（12，16）（1，6）（3，9，5） 4 11，4，15（8，13）（2，7，14）（10，12）（1，6，16）9，5，3
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5青鹿 母 レイズユアグラス 母母 レイズアプランサー 15戦4勝 賞金 58，714，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コーリンハッピー号・タサジャラ号
（非抽選馬） 3頭 キセキノハナ号・クレバーアポロ号・コウユーサムライ号
※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。



（26東京1）第6日 2月24日（月曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

249，710，000円
4，610，000円
1，880，000円
22，740，000円
72，098，500円
5，862，800円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
507，738，400円
825，993，100円
314，454，400円
1，252，808，900円
745，696，800円
562，385，100円
1，782，628，200円
3，507，350，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，499，055，400円

総入場人員 14，402名 （有料入場人員 13，862名）



平成26年度 第1回東京競馬 総計

競走回数 94回 出走延頭数 1，416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

1，983，400，000円
8，320，000円
53，810，000円
17，570，000円
181，260，000円
553，648，500円
40，227，600円
13，593，600円

勝馬投票券売得金
4，331，591，400円
7，491，799，600円
2，874，109，000円
12，126，518，800円
6，730，776，900円
5，126，844，100円
16，507，133，300円
30，896，174，400円
1，353，375，600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 87，438，323，100円

総入場延人員 180，953名 （有料入場延人員 174，292名）
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