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03025 2月7日 晴 稍重 （27東京1）第3日 第1競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

713 ノーフェイト 牝3栗 54 田中 勝春髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 450± 01：20．3 1．9�
47 リリーグランツ 牝3鹿 54 吉田 豊森岡 幸人氏 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B432－ 41：20．4� 10．1�
48 コーリンブリリアン 牝3鹿 54 石橋 脩伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 436－ 61：20．71� 8．3�
12 ト エ ハ タ エ 牝3黒鹿54 横山 和生梶原 哲朗氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 452－ 4 〃 クビ 4．1�
23 スマイルハッピー 牝3鹿 54 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 434＋ 81：20．8クビ 111．1�
510 プ ラ セ ン タ 牝3青鹿54 柴山 雄一�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 456＋141：21．22� 31．5	
611 トーセンプリズム 牝3栗 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 470－ 61：21．41 347．9�
815 マースクィーン 牝3栗 54 後藤 浩輝キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 448－ 6 〃 クビ 134．3�
816 マ イ タ ー ン 牝3鹿 54 大庭 和弥髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 豊郷牧場 450－ 41：21．5クビ 273．1
11 スプリームゴールド 牝3芦 54 北村 宏司 �シルクレーシング 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398－ 81：22．35 11．5�
59 スリルオブジョイ 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 486－ 61：22．72� 20．0�
35 サ ノ モ モ 牝3黒鹿54 田辺 裕信ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 新ひだか ヒサイファーム 398－ 21：22．8クビ 16．1�
36 ナンヨーディンプル 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人中村 德也氏 小笠 倫弘 日高 日高大洋牧場 416－ 61：23．12 157．4�
612 サンエバレット 牝3黒鹿54 松岡 正海加藤 信之氏 土田 稔 浦河 今井 秀樹 442－ 21：23．84 274．0�
24 マスココット 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 394－ 61：24．43� 496．1�
714 セ ト ハ ニ ー 牝3鹿 54 伊藤 工真難波 澄子氏 田島 俊明 日高 新井 昭二 438± 01：25．67 49．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，962，500円 複勝： 30，457，900円 枠連： 16，867，500円
馬連： 51，982，100円 馬単： 32，877，300円 ワイド： 25，960，900円
3連複： 66，731，400円 3連単： 96，370，100円 計： 342，209，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 190円 � 180円 枠 連（4－7） 430円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 350円 �� 370円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 4，970円

票 数

単勝票数 計 209625 的中 � 85233（1番人気）
複勝票数 計 304579 的中 � 90413（1番人気）� 34107（4番人気）� 35599（3番人気）
枠連票数 計 168675 的中 （4－7） 30037（2番人気）
馬連票数 計 519821 的中 �� 54765（2番人気）
馬単票数 計 328773 的中 �� 22941（2番人気）
ワイド票数 計 259609 的中 �� 19816（2番人気）�� 18718（3番人気）�� 8877（11番人気）
3連複票数 計 667314 的中 ��� 29762（4番人気）
3連単票数 計 963701 的中 ��� 14037（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．3―30．2―42．8―55．3―1：07．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーフェイト �
�
父 サムライハート �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．8．3 新潟13着

2012．4．24生 牝3栗 母 ビットオブファット 母母 アテナトウシヨウ 6戦1勝 賞金 9，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マスココット号・セトハニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月7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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 グルブル号・ケラマブルー号・ゼンザイ号・トーセンバラード号・ローズハット号

03026 2月7日 晴 稍重 （27東京1）第3日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時40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
1：21．5

不良
不良

36 ミッキードラマ 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか 矢野牧場 514 ―1：26．0 3．8�
59 マーククロップ 牡3鹿 56 村田 一誠村上 憲政氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 482 ―1：26．21� 122．5�
714 グランアラミス �3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 池田牧場 498 ―1：26．41	 7．9�
815 ルールソヴァール 牡3栗 56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476 ―1：27．14 1．8�
48 バトルヴィゴーレ 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 432 ―1：27．2
 57．5�
35 ダイリュウスター 牡3青鹿56 石橋 脩大野 龍氏 小笠 倫弘 新冠 村田牧場 518 ―1：27．62	 39．0	
23 トウショウデュエル 牡3栗 56 横山 和生トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 520 ―1：27．7	 99．1

510 マセドニアン 牡3黒鹿56 武士沢友治�広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 454 ―1：28．33	 155．5�
611 ソヴールトウショウ 牝3黒鹿54 吉田 豊トウショウ産業� 尾関 知人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 402 ―1：29．04 60．4
612 サスナーアディーン 牡3鹿 56 柴田 大知松本夫佐子氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 470 ―1：29．1クビ 15．6�
47 フヨウシデンカイ 牡3鹿 56 柴山 雄一刈屋 �氏 高市 圭二 新ひだか 桜井牧場 476 ―1：29．41
 87．5�
713 ビヨンドザスカイ 牡3鹿 56 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 454 ― 〃 クビ 34．9�
12 ウイニングハート 牝3鹿 54 松岡 正海堀口 晴男氏 松山 将樹 安平 橋本 善太 448 ―1：29．93 179．7�
24 ショウナンカブト 牡3栗 56 後藤 浩輝国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 静内フアーム 464 ―1：30．11� 9．2�
11 シャトーボルト 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹円城 幸男氏 根本 康広 新ひだか 大高 朝幸 492 ―1：30．31	 271．4�
（トモノコトブキ）

816 トーセンバンビーナ 牝3栗 54 菅原 隆一島川 �哉氏 菅原 泰夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 476 ―1：32．0大差 163．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，562，800円 複勝： 30，484，400円 枠連： 16，182，800円
馬連： 45，788，400円 馬単： 29，089，000円 ワイド： 23，050，600円
3連複： 53，554，600円 3連単： 85，001，300円 計： 307，713，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 1，800円 � 240円 枠 連（3－5） 7，820円

馬 連 �� 17，430円 馬 単 �� 30，090円

ワ イ ド �� 3，940円 �� 560円 �� 7，380円

3 連 複 ��� 31，820円 3 連 単 ��� 211，040円

票 数

単勝票数 計 245628 的中 � 51061（2番人気）
複勝票数 計 304844 的中 � 53364（2番人気）� 3321（12番人気）� 33748（3番人気）
枠連票数 計 161828 的中 （3－5） 1603（18番人気）
馬連票数 計 457884 的中 �� 2035（35番人気）
馬単票数 計 290890 的中 �� 725（59番人気）
ワイド票数 計 230506 的中 �� 1448（33番人気）�� 11539（6番人気）�� 766（49番人気）
3連複票数 計 535546 的中 ��� 1262（69番人気）
3連単票数 計 850013 的中 ��� 292（418番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．5―36．8―49．8―1：02．3―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキードラマ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

2012．2．14生 牡3鹿 母 ペ ト ラ 母母 ド レ ス デ ン 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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 サウンドジャンゴ号・サクラストラーダ号・サルビア号・シュネルシュタルク号・スプリングムサシ号・

トワノキラメキ号・ノアブギー号・バイカ号・メイショウメラボシ号・ラバニーユ号・リンガスプライム号

第１回 東京競馬 第３日



03027 2月7日 晴 稍重 （27東京1）第3日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

611 ブラインドタッチ 牡3青 56 戸崎 圭太村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 466＋ 21：39．6 7．4�
47 カズノテナンゴ 牡3栗 56 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 480＋ 21：39．7� 3．1�
48 � タ ピ ゴ ン 牡3栗 56 蛯名 正義窪田 康志氏 奥村 武 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

464－ 6 〃 クビ 27．3�
59 トーセンヌーヴォー 牡3栗 56 田中 勝春島川 �哉氏 成島 英春 新冠 秋田牧場 460－ 21：39．8クビ 32．6�
714 シゲルナマハゲ 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 436－ 41：40．22� 242．4�
12 ノーブルクリスタル 牡3鹿 56 内田 博幸吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞	湖 レイクヴィラファーム 470－ 2 〃 クビ 15．5	
35 キャプテンバローズ 牡3黒鹿56 田辺 裕信猪熊 広次氏 尾形 和幸 平取 稲原牧場 470－ 41：40．51
 5．2

612 ズ コ ッ ト 牡3鹿 56 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 4 〃 クビ 131．7�
11 ローレルウラノス 牡3栗 56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 本間 忍 浦河 太陽牧場 510＋ 21：40．81
 13．1
23 オメガプレイヤー 牡3青 56 大野 拓弥原 �子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 516＋ 61：40．9
 24．4�
713 ゴールドクェスト 牡3鹿 56 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 468－ 6 〃 ハナ 21．6�
36 ダンスオーレ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也吉田 喬氏 黒岩 陽一 新冠 新冠橋本牧場 452－ 81：41．0� 149．3�
510 ビカムスター 牡3鹿 56 横山 和生平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか タイヘイ牧場 496－ 41：41．42� 209．8�
24 マ タ ン ギ �3芦 56

53 ▲石川裕紀人�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 432± 01：42．99 167．4�
815 タマモカチグリ 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B466± 01：44．17 393．2�
816� ハーランズキング 牡3鹿 56 F．ベリー �エム・ケー・ホース武井 亮 米 Machmer

Hall B474± 01：44．31� 3．5�
（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，971，400円 複勝： 36，360，700円 枠連： 18，147，400円
馬連： 61，477，700円 馬単： 33，463，200円 ワイド： 32，948，000円
3連複： 79，656，100円 3連単： 110，838，100円 計： 397，862，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 250円 � 150円 � 590円 枠 連（4－6） 1，110円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 580円 �� 3，400円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 11，860円 3 連 単 ��� 53，960円

票 数

単勝票数 計 249714 的中 � 26700（4番人気）
複勝票数 計 363607 的中 � 34469（4番人気）� 86226（1番人気）� 12010（9番人気）
枠連票数 計 181474 的中 （4－6） 12574（4番人気）
馬連票数 計 614777 的中 �� 35298（5番人気）
馬単票数 計 334632 的中 �� 9572（10番人気）
ワイド票数 計 329480 的中 �� 15635（4番人気）�� 2365（32番人気）�� 6661（12番人気）
3連複票数 計 796561 的中 ��� 5036（31番人気）
3連単票数 計1108381 的中 ��� 1489（163番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．0―48．7―1：01．7―1：14．4―1：26．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラインドタッチ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．5 新潟6着

2012．5．16生 牡3青 母 フェミニンタッチ 母母 ダイナタツチ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ハーランズキング号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 ハーランズキング号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ガンマーフォンテン号・ケンリュウセイ号
※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。

03028 2月7日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（27東京1）第3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

11 ハヤブサゴッド 牡4鹿 59 草野 太郎武田 修氏 伊藤 圭三 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510＋123：22．9 6．0�

45 ヒラボクインパクト 牡7鹿 60 石神 深一�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 502＋ 43：23．53� 2．0�
58 � イフウドウドウ 牡5栗 60 難波 剛健西村新一郎氏 梅内 忍 平取 高橋 啓 474－ 63：23．81� 5．8�
814 ワンダーバライル 牡8芦 60 佐久間寛志山本 信行氏 日吉 正和 浦河 小柳牧場 484－203：24．12 92．0�
69 シップウハヤト 牡4鹿 59 小坂 忠士平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 462－ 83：24．73� 11．6�
33 ドクタールキア 牝5鹿 58 浜野谷憲尚松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 482＋243：25．76 30．6	
34 ハ ル カ フ ジ 牡7鹿 60 西谷 誠河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 482－ 23：25．8� 26．1

813� パ ス テ ィ 牡6鹿 60 山本 康志坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 460± 03：25．9� 26．7�
712 トーセンセカイオー 牡6鹿 60 小野寺祐太島川 �哉氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 488－ 4 〃 ハナ 23．2
57 タイヨウロマン 牡4栗 59 金子 光希太陽光� 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 468± 03：26．43 149．1�
22 クリノキングムーン 牡4黒鹿59 平沢 健治栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 430－ 83：26．5� 55．7�
46 クラウンビション 牝5栗 58 上野 翔�クラウン 伊藤 伸一 新ひだか 仲野牧場 474＋ 63：27．56 349．0�
711 スマートリバティー 牡7鹿 60 熊沢 重文大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 448－ 63：27．71	 6．9�
610 タカラキャメロン 牝4黒鹿57 蓑島 靖典村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 456＋ 83：27．91	 315．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，809，600円 複勝： 26，308，900円 枠連： 15，083，900円
馬連： 41，638，000円 馬単： 28，327，100円 ワイド： 22，574，500円
3連複： 55，566，200円 3連単： 92，145，300円 計： 302，453，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 150円 � 110円 � 160円 枠 連（1－4） 610円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 230円 �� 470円 �� 260円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 5，630円

票 数

単勝票数 計 208096 的中 � 27596（3番人気）
複勝票数 計 263089 的中 � 36370（2番人気）� 97906（1番人気）� 30977（3番人気）
枠連票数 計 150839 的中 （1－4） 18957（3番人気）
馬連票数 計 416380 的中 �� 51668（1番人気）
馬単票数 計 283271 的中 �� 12739（5番人気）
ワイド票数 計 225745 的中 �� 26851（1番人気）�� 10728（5番人気）�� 22398（2番人気）
3連複票数 計 555662 的中 ��� 42091（1番人気）
3連単票数 計 921453 的中 ��� 11851（7番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 51．8－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハヤブサゴッド �
�
父 ヴィクトリー �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2013．11．24 東京3着

2011．3．25生 牡4鹿 母 ショウナンダウナー 母母 ジンジャーブレッドフィースト 障害：3戦1勝 賞金 10，900，000円
〔制裁〕 ワンダーバライル号の騎手佐久間寛志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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 オベレック号・トーアキヨモリ号



03029 2月7日 晴 良 （27東京1）第3日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時30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
1：43．9

良
良

11 クインズラピス 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 460－ 21：48．8 3．0�
23 シードパール 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
吉田ファーム 426± 01：49．01� 13．3�

36 ラッシュアタック 牡3鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 482＋ 8 〃 アタマ 4．2�
59 エフティベス 牝3黒鹿54 大野 拓弥吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：49．1	 12．4�
714 クラウンジーニアス 牡3栗 56 内田 博幸�クラウン 牧 光二 新冠 松浦牧場 502＋ 6 〃 クビ 59．1	
12 スプレンデレ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太堂守 貴志氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 454＋ 4 〃 アタマ 20．4

48 ベ ル メ ー ル 牝3鹿 54 吉田 豊畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 494＋ 61：49．2クビ 47．6�
24 レッドベリンダ 牝3鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 ハナ 4．5�
713 アイリーグレイ 牝3芦 54 江田 照男前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 442－ 2 〃 ハナ 61．5
611 マイネルプロンプト 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 21：49．41� 8．3�
612 マリーズラン 牝3鹿 54 柴山 雄一冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 468＋ 81：49．5
 97．8�
815 アルファキンバレー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�貴悦 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 436－18 〃 クビ 291．6�
35 サ ン ヨ ー ク 牝3青鹿54 松岡 正海加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 中橋 正 412－ 81：49．92
 27．7�
510 イ ア ペ ト ス 牡3鹿 56 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 472＋ 81：50．64 257．6�
816 ドクターミルズ 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 61：50．92 448．7�
47 マ ル ス 牡3黒鹿56 横山 典弘古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 千代田牧場 500－ 81：51．96 31．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，244，600円 複勝： 51，889，200円 枠連： 21，566，700円
馬連： 69，231，200円 馬単： 36，587，900円 ワイド： 36，893，900円
3連複： 81，683，600円 3連単： 115，899，900円 計： 444，997，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 250円 � 150円 枠 連（1－2） 490円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 570円 �� 370円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 13，660円

票 数

単勝票数 計 312446 的中 � 82702（1番人気）
複勝票数 計 518892 的中 � 109254（1番人気）� 41664（5番人気）� 98365（2番人気）
枠連票数 計 215667 的中 （1－2） 33773（2番人気）
馬連票数 計 692312 的中 �� 29612（5番人気）
馬単票数 計 365879 的中 �� 9801（8番人気）
ワイド票数 計 368939 的中 �� 16306（5番人気）�� 27413（2番人気）�� 8455（12番人気）
3連複票数 計 816836 的中 ��� 21428（7番人気）
3連単票数 計1158999 的中 ��� 6149（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．6―48．8―1：01．3―1：13．8―1：25．4―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．0

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

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

勝馬の
紹 介

クインズラピス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2014．12．21 中山2着

2012．4．12生 牡3黒鹿 母 アンドモアアゲイン 母母 It’s Personal 3戦1勝 賞金 9，100，000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 カワキタコクリコ号・スカイナイト号
（非抽選馬） 2頭 ガトーネグロ号・ラナチュール号

03030 2月7日 晴 稍重 （27東京1）第3日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000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
1：21．5

不良
不良

713� アジアンテースト 牡3鹿 56 F．ベリー 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Gerson
Racing 550＋161：24．1 2．0�

（愛）

48 カ ネ ー タ 牡3黒鹿 56
53 ▲石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 492－ 41：24．63 40．9�

36 クワドループル 牡3黒鹿56 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－ 2 〃 クビ 18．7�

12 ポムフィリア 牝3鹿 54 戸崎 圭太ディアレスト 高橋 裕 浦河 小島牧場 444＋ 21：24．7クビ 6．6�
815 モンサンビアンカ 牝3芦 54 横山 典弘山下 新一氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 452－ 61：25．02 3．4�
59 オーロラッシュ 牡3鹿 56 田辺 裕信山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 450－ 21：25．1� 28．7�
23 マ ハ ロ マ ナ 牝3鹿 54 石橋 脩友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 508－ 61：25．73	 22．6	
611 サウスリュウセイ 牡3鹿 56 田中 勝春南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 466± 0 〃 アタマ 41．6

11 アルマクレヨン 牡3栗 56 北村 宏司コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 474＋ 21：26．01� 11．9�
47 リターンストローク 牡3鹿 56 吉田 豊 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 土田 和男 504＋ 61：26．21
 134．8
816 ケモノタイプ 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹副島 義久氏 高市 圭二 様似 猿倉牧場 478－ 61：26．52 111．3�
612� ソリッドアクシス 牡3栗 56 後藤 浩輝 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 米 Lantern Hill
Farm LLC 452＋ 41：26．92	 34．6�

510� カシノマラドーナ 牡3栗 56
53 ▲木幡 初也柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 佐藤 静子 442－ 21：27．21� 516．8�

35 ソワンドタイガー 牡3栗 56 松岡 正海西村 静子氏 伊藤 伸一 新ひだか 小河 豊水 476－ 21：27．52 83．7�
714 ラマハデスヌーダ 牝3鹿 54 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 430－ 41：27．92	 777．4�
24 テンプルオブラブ 牝3鹿 54 大庭 和弥�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 430± 01：28．21� 652．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，471，500円 複勝： 44，512，500円 枠連： 20，709，700円
馬連： 72，757，300円 馬単： 44，205，900円 ワイド： 38，163，600円
3連複： 84，813，700円 3連単： 132，527，500円 計： 473，161，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 470円 � 250円 枠 連（4－7） 2，280円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 720円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 9，880円 3 連 単 ��� 27，840円

票 数

単勝票数 計 354715 的中 � 136594（1番人気）
複勝票数 計 445125 的中 � 122027（1番人気）� 17797（8番人気）� 40767（4番人気）
枠連票数 計 207097 的中 （4－7） 7024（8番人気）
馬連票数 計 727573 的中 �� 20938（8番人気）
馬単票数 計 442059 的中 �� 9922（10番人気）
ワイド票数 計 381636 的中 �� 9727（9番人気）�� 14148（5番人気）�� 2989（31番人気）
3連複票数 計 848137 的中 ��� 6434（32番人気）
3連単票数 計1325275 的中 ��� 3451（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．5―47．7―59．9―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アジアンテースト �
�
父 Into Mischief �

�
母父 E Dubai デビュー 2014．11．15 東京1着

2012．2．28生 牡3鹿 母 Touch Me Babe 母母 Make Contact 2戦2勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 ラマハデスヌーダ号の騎手小野寺祐太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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。



03031 2月7日 晴 稍重 （27東京1）第3日 第7競走 ��2，100�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，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
2：06．7
2：05．9

良
良

36 グラスプリマ 牝4鹿 54 蛯名 正義半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 516－ 42：12．7 14．0�
816 トゥインクル 牡4栗 56 F．ベリー 畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 474± 02：12．91� 4．6�

（愛）

47 メイスンキャプテン 牡6栗 57 田辺 裕信梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 524＋ 22：13．0� 2．6�
510 タイセイボルト 牡5青鹿57 吉田 豊田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 B482－ 22：13．31� 43．0�
815 リムショット 牡4栗 56 横山 和生松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 476＋ 4 〃 ハナ 39．7�
612 マ ル マ ロ ス 牡5芦 57 三浦 皇成ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 520± 02：13．61� 10．4	
713 オールデフィート 牡4鹿 56

53 ▲木幡 初也�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 472－ 82：13．92 289．0

11 ポーラメソッド 牡4芦 56 大野 拓弥 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 516＋ 62：14．0� 20．6�
23 � ラゴディラゴライ 牝5鹿 55 石橋 脩佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：14．1� 18．5�
59 ファイブタブレット 牡5栗 57 江田 照男 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム B492＋ 42：14．2� 16．8
24 デルマカマイタチ 牡5黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 494－ 82：15．05 167．2�
611 ミュゼエクスプレス 	4栗 56 柴山 雄一髙橋 仁氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 484－ 42：15．1クビ 197．3�
35 ヘイローフォンテン 牡5鹿 57 戸崎 圭太吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B518± 02：15．2� 5．9�
714 ネオヴァンデロア 牡5黒鹿57 北村 宏司小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B532＋ 22：16．05 80．9�
48 アプリコーゼ 牡6黒鹿57 田中 勝春 �キャロットファーム 木村 哲也 日高 待兼牧場 548＋102：17．27 18．9�
12 ステラストリーム 牡4黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人 �キャロットファーム 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋142：19．5大差 35．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，472，700円 複勝： 42，542，900円 枠連： 23，485，200円
馬連： 73，138，900円 馬単： 36，409，700円 ワイド： 36，650，800円
3連複： 83，075，000円 3連単： 111，838，500円 計： 435，613，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 270円 � 160円 � 130円 枠 連（3－8） 1，070円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 8，540円

ワ イ ド �� 980円 �� 500円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 20，830円

票 数

単勝票数 計 284727 的中 � 16179（5番人気）
複勝票数 計 425429 的中 � 29327（6番人気）� 68323（2番人気）� 113843（1番人気）
枠連票数 計 234852 的中 （3－8） 16944（3番人気）
馬連票数 計 731389 的中 �� 18392（11番人気）
馬単票数 計 364097 的中 �� 3197（29番人気）
ワイド票数 計 366508 的中 �� 8536（12番人気）�� 18212（4番人気）�� 40036（1番人気）
3連複票数 計 830750 的中 ��� 33089（2番人気）
3連単票数 計1118385 的中 ��� 3892（48番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―13．2―13．6―13．1―12．4―12．2―12．1―12．2―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．5―31．7―45．3―58．4―1：10．8―1：23．0―1：35．1―1：47．3―1：59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

グラスプリマ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2013．8．18 函館10着

2011．4．1生 牝4鹿 母 グラスレンヌ 母母 サーモンタイム 19戦2勝 賞金 24，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ステラストリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月7日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アイヅラブリー号
※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。

03032 2月7日 晴 良 （27東京1）第3日 第8競走 ��
��1，800�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
1：44．2
1：43．9

良
良

611 カレンリスベット 牝4黒鹿54 蛯名 正義鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 476＋141：49．8 26．1�
35 マイネルイルミナル 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 462－ 2 〃 クビ 5．4�
816 ウインオリアート 牝4黒鹿54 戸崎 圭太�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 438－ 41：49．9クビ 4．0�
11 サウンドメモリー 牡4鹿 56 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 484＋ 2 〃 アタマ 15．8�
47 ナイフリッジ 牡4栗 56 横山 和生 �シルクレーシング 古賀 史生 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 8 〃 アタマ 47．8	
23 ディールフロー 牡4鹿 56 柴山 雄一 �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 41：50．11� 47．3

815 サーストンコラルド 牡4鹿 56 川田 将雅齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 466± 01：50．2	 4．7�
36 タイダルベイスン 牡5栗 57 北村 宏司桑畑 �信氏 大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 520± 0 〃 クビ 4．3
59 ミラクルルージュ 牝5青鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 474＋12 〃 ハナ 67．6�
12 ファーストオーサー 牡4黒鹿56 江田 照男石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 478± 01：50．52 63．7�
612
 シ ン ガ ン 牡4青鹿56 F．ベリー 林 正道氏 国枝 栄 愛 Castlemartin Sky

& Skymarc Farm 484＋281：50．6クビ 5．7�
（愛）

510 ドリームリヴァール �5黒鹿57 大庭 和弥セゾンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 448＋ 41：50．7	 72．9�
48 ニシノカザブエ 牝4黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 406－16 〃 アタマ 163．6�
713 ラグジードライブ �4栗 56 伊藤 工真西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 466＋201：50．9� 134．8�
714 マイカーニバル 牝5栗 55 武士沢友治小林竜太郎氏 中川 公成 えりも エクセルマネジメント 462＋101：51．32	 329．3�
24  ホワイトチェイサー 牝5芦 55 内田 博幸永井 廣司氏 勢司 和浩 新ひだか 大塚牧場 420－ 51：51．62 169．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，635，800円 複勝： 49，016，500円 枠連： 29，872，100円
馬連： 87，629，300円 馬単： 43，028，400円 ワイド： 38，500，600円
3連複： 91，198，300円 3連単： 130，943，200円 計： 503，824，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 590円 � 190円 � 160円 枠 連（3－6） 690円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 12，700円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 1，600円 �� 390円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 51，530円

票 数

単勝票数 計 336358 的中 � 10307（7番人気）
複勝票数 計 490165 的中 � 15751（7番人気）� 68559（5番人気）� 101408（1番人気）
枠連票数 計 298721 的中 （3－6） 33292（3番人気）
馬連票数 計 876293 的中 �� 12882（16番人気）
馬単票数 計 430284 的中 �� 2540（37番人気）
ワイド票数 計 385006 的中 �� 5227（16番人気）�� 5865（15番人気）�� 27951（2番人気）
3連複票数 計 911983 的中 ��� 12367（18番人気）
3連単票数 計1309432 的中 ��� 1842（151番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―12．2―12．8―13．0―12．4―11．2―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．2―37．4―50．2―1：03．2―1：15．6―1：26．8―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

カレンリスベット �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Almutawakel デビュー 2014．2．1 東京1着

2011．3．8生 牝4黒鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 4戦2勝 賞金 13，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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 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。



03033 2月7日 晴 良 （27東京1）第3日 第9競走 ��
��2，400�ゆ り か も め 賞

発走14時35分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

24 ヴェラヴァルスター 牡3栗 56 後藤 浩輝保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494± 02：30．7 9．1�
612 タンタアレグリア 牡3栗 56 蛯名 正義�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 4 〃 クビ 4．2�
47 スワーヴジョージ 牡3鹿 56 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 518＋12 〃 アタマ 5．3�
48 フォワードカフェ 牡3黒鹿56 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 516± 0 〃 アタマ 12．0�
12 ポトマックリバー 牡3芦 56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 476＋ 62：30．8� 6．8�
23 デバイスドライバー 牡3栗 56 北村 宏司薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 496－ 82：31．12 18．0	
714 トーセンナチュラル 牝3黒鹿54 横山 典弘島川 
哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 426± 02：31．41� 65．8�
815 リアンドジュエリー 牝3芦 54 柴山 雄一大塚 亮一氏 奥村 武 日高 オリオンファーム 450－ 42：31．5クビ 24．7�
35 プレイヤーハウス 牡3鹿 56 村田 一誠嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 450－ 2 〃 ハナ 23．1
59 エトランドル 牡3鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 522± 02：31．71� 3．6�
36 オトコギイッポン 牡3鹿 56 江田 照男飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 500＋ 62：31．8クビ 21．7�
816 コスモアルマク 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 42：32．01� 171．0�
510 トーセンアーネスト 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 
哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 512－ 42：32．1� 222．0�
611 ノースヒーロー 牡3栗 56 吉田 豊 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 漆原 武男 454－ 62：33．710 147．5�
713 コスモノビリス 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 日高 三城牧場 452± 02：34．65 470．0�

（15頭）
11 カルナヴァレスコ 牡3黒鹿56 F．ベリー �シルクレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）
（愛）

売 得 金
単勝： 53，704，600円 複勝： 87，825，500円 枠連： 33，412，800円
馬連： 136，230，500円 馬単： 58，324，700円 ワイド： 59，390，500円
3連複： 147，801，600円 3連単： 209，599，900円 計： 786，290，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 210円 � 160円 � 180円 枠 連（2－6） 1，530円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 650円 �� 960円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，480円 3 連 単 ��� 24，850円

票 数

単勝票数 差引計 537046（返還計 3974） 的中 � 47028（5番人気）
複勝票数 差引計 878255（返還計 3595） 的中 � 96130（5番人気）� 157453（1番人気）� 124453（3番人気）
枠連票数 差引計 334128（返還計 204） 的中 （2－6） 16847（8番人気）
馬連票数 差引計1362305（返還計 13255） 的中 �� 52007（7番人気）
馬単票数 差引計 583247（返還計 5358） 的中 �� 9274（17番人気）
ワイド票数 差引計 593905（返還計 5979） 的中 �� 23619（6番人気）�� 15333（11番人気）�� 30047（3番人気）
3連複票数 差引計1478016（返還計 28431） 的中 ��� 31801（7番人気）
3連単票数 差引計2095999（返還計 36246） 的中 ��� 6114（71番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―12．9―13．4―13．4―13．6―13．5―12．9―12．4―11．5―11．0―11．5

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―24．6―37．5―50．9―1：04．3―1：17．9―1：31．4―1：44．3―1：56．7―2：08．2―2：19．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．4―3F34．0
1
3
11－（6，10）（8，13，16）（5，15）（4，7，12）2，9（3，14）
11，10，16（6，13）15，8（5，12）4（7，14）2（3，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴェラヴァルスター �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2014．10．18 東京6着

2012．2．6生 牡3栗 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 4戦2勝 賞金 17，336，000円
〔出走取消〕 カルナヴァレスコ号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03034 2月7日 晴 良 （27東京1）第3日 第10競走 ��
��2，400�

は こ ね

箱 根 特 別
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，26．2．8以降27．2．1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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

12 ダービーフィズ 牡5栗 57．5 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 464－ 22：26．3 5．1�
612� エイシンアロンジー 牡4鹿 56 川田 将雅�栄進堂 西園 正都 愛

Knighton Hse,
Eadling Farm
& Marengo

476－ 4 〃 ハナ 1．7�
47 アンプラグド 牡4芦 54 石橋 脩諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 クビ 41．7�
510 サトノレオパード �6鹿 55 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 512＋ 62：26．4クビ 20．6�
24 ディスキーダンス 牡4栗 53 戸崎 圭太 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 460＋14 〃 クビ 31．2	
611 ヘルデンテノール 牡5鹿 56 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 42：26．5クビ 19．7

36 ストーミング 牡4栗 55 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 488－ 22：26．71	 6．3�
713
 レイトライザー 牡5黒鹿54 横山 典弘中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 466＋ 4 〃 アタマ 25．6�
11 シークレットパス 牡4芦 53 石川裕紀人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 456－ 62：26．8	 51．4
48 キネオワールド 牡4黒鹿54 四位 洋文吉田 千津氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466± 02：26．9� 37．6�
816 カ ノ ン 牝5鹿 54 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 468－ 82：27．11 37．1�
23 ルミナスレッド 牝6鹿 52 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 498－ 42：27．31� 85．9�
59 アナンジュパス 牝6鹿 52 大野 拓弥�G1レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 478＋12 〃 クビ 79．0�
815 サトノスーペリア 牡4黒鹿53 松岡 正海里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 470－ 62：27．72	 106．4�
35 ブランクヴァース 牡6黒鹿55 三浦 皇成 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム B500＋ 42：27．9� 38．8�
714
 ファルスター 牡7鹿 55 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－ 42：28．0� 83．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，044，700円 複勝： 88，548，600円 枠連： 38，304，700円
馬連： 155，011，900円 馬単： 79，494，900円 ワイド： 69，461，700円
3連複： 177，072，200円 3連単： 310，174，500円 計： 971，113，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 110円 � 510円 枠 連（1－6） 440円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，790円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 21，130円

票 数

単勝票数 計 530447 的中 � 81619（2番人気）
複勝票数 計 885486 的中 � 113193（2番人気）� 391275（1番人気）� 22031（10番人気）
枠連票数 計 383047 的中 （1－6） 66210（2番人気）
馬連票数 計1550119 的中 �� 244156（1番人気）
馬単票数 計 794949 的中 �� 42813（3番人気）
ワイド票数 計 694617 的中 �� 98492（1番人気）�� 8614（20番人気）�� 15681（10番人気）
3連複票数 計1770722 的中 ��� 36902（9番人気）
3連単票数 計3101745 的中 ��� 10639（52番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．2―12．4―12．3―12．4―12．7―12．5―12．3―11．7―11．6―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�
12．9―24．3―36．5―48．9―1：01．2―1：13．6―1：26．3―1：38．8―1：51．1―2：02．8―2：14．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダービーフィズ �
�
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 2012．10．7 東京2着

2010．2．24生 牡5栗 母 マンハッタンフィズ 母母 サトルチェンジ 21戦3勝 賞金 82，936，000円
〔制裁〕 ダービーフィズ号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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 カーバ号・トニーポケット号



03035 2月7日 晴 稍重 （27東京1）第3日 第11競走 ��
��1，600�

はくれい

白嶺ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下，26．2．8以降27．2．1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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：34．1
1：33．3

不良
良

35 サウンドトゥルー �5栗 55 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：37．0 3．6�
24 ブラインドサイド 牡6鹿 55 四位 洋文諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 510＋141：37．1� 14．7�
713 シンゼンレンジャー 牡6黒鹿54 田中 勝春原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 498－101：37．2	 44．6�
816 ピ ン ポ ン 牡5鹿 55 戸崎 圭太小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 464－ 41：37．3� 3．3�
36 ナンヨーマーク 牡4青鹿54 蛯名 正義中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 514－ 61：37．51
 8．1�
815 オ ソ レ イ ユ 牡6鹿 54 松岡 正海松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 B516－ 2 〃 ハナ 75．7�
510 オリオンザジャパン 牡5芦 55 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 482＋ 41：37．6� 5．4	
11 マヤノオントロジー 牡6黒鹿56 石川裕紀人田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 498± 0 〃 アタマ 32．7

59 セイカフォルテ 牡7鹿 53 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 456± 01：37．81� 242．3�
714 ダンシングミッシー 牝6鹿 53 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 486＋10 〃 アタマ 23．2�
612 イースターパレード �6栗 55 柴田 大知G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 510－ 21：37．9	 17．6�
23 スズカヴィグラス 牡6鹿 55 三浦 皇成永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B506＋ 21：38．43 17．1�
12 ティアップレーヴ 牝5芦 53 伊藤 工真田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 496＋ 41：38．5クビ 51．2�
48 アールデュラン �6鹿 53 北村 宏司星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 B482－ 21：38．6	 80．5�
611 ダノンハラショー 牡8栗 53 大庭 和弥ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 468－ 41：39．02� 146．6�
47 ス ザ ク 牡4鹿 54 内田 博幸一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか グランド牧場 486－121：39．74 25．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，992，000円 複勝： 107，155，100円 枠連： 77，509，300円
馬連： 309，716，600円 馬単： 134，062，500円 ワイド： 113，188，200円
3連複： 365，138，500円 3連単： 599，113，500円 計： 1，776，875，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 410円 � 930円 枠 連（2－3） 740円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 910円 �� 2，690円 �� 8，390円

3 連 複 ��� 36，160円 3 連 単 ��� 137，450円

票 数

単勝票数 計 709920 的中 � 157567（2番人気）
複勝票数 計1071551 的中 � 220231（2番人気）� 60653（6番人気）� 23861（11番人気）
枠連票数 計 775093 的中 （2－3） 80217（2番人気）
馬連票数 計3097166 的中 �� 126363（5番人気）
馬単票数 計1340625 的中 �� 34322（7番人気）
ワイド票数 計1131882 的中 �� 33594（7番人気）�� 10690（30番人気）�� 3368（65番人気）
3連複票数 計3651385 的中 ��� 7573（100番人気）
3連単票数 計5991135 的中 ��� 3160（395番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．5―48．1―1：00．9―1：13．1―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドトゥルー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．10．6 東京6着

2010．5．15生 �5栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 24戦5勝 賞金 106，024，000円
〔発走状況〕 オリオンザジャパン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 シンゼンレンジャー号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16

番）
サウンドトゥルー号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
ブラインドサイド号の騎手四位洋文は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 オリオンザジャパン号は，平成27年2月8日から平成27年3月1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16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 アンズチャン号・クリノアマダブラム号・サイモンガーランド号・サンバビーン号・シグナルプロシード号・

ジャッカスバーク号・ステキナシャチョウ号・セイカフォルトゥナ号・セイラ号・バーディーイーグル号・
ビッグギグ号・ビッグリバティ号・ヒミノオオタカ号・ベルウッドテラス号・メイショウオセアン号・
ラヴィアンクレール号

03036 2月7日 晴 良 （27東京1）第3日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

713 ボンジュールココロ 牝5鹿 55 F．ベリー 田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 484＋ 21：21．6 13．4�
（愛）

59 アンブリッジ 牡5鹿 57 松岡 正海佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 480＋ 8 〃 クビ 7．0�
11 カシノピカチュウ 牡5鹿 57 三浦 皇成柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 484－121：21．7� 9．5�
610 リーサルウェポン 牝4鹿 55 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 428＋ 4 〃 アタマ 5．1�
35 	 シーギリヤガール 牝5栗 55

52 ▲石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 460＋ 21：21．8クビ 33．5�
815 ボブキャット 牡5鹿 57 伊藤 工真村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 524＋ 61：21．9
 7．4	
814 アンジェリック 牝4鹿 55 横山 典弘 �シルクレーシング 大和田 成 浦河 杵臼牧場 482＋201：22．0� 17．2

611 キンシノキセキ 牡4鹿 57 蛯名 正義若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 486－141：22．21� 11．7�
23 ゴールドカルラ 牝7鹿 55 大野 拓弥磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 518－ 4 〃 ハナ 26．6�
712 プロスペラスマム 牝8鹿 55

52 ▲井上 敏樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 522± 01：22．3� 134．1
46 ネオザミスティック 牝7黒鹿 55

52 ▲木幡 初也小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 456－ 21：22．4� 299．8�
47 コスモエルデスト 牝4鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 460＋10 〃 アタマ 11．6�
34 	 レッドガルシア 牡6栗 57 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B510± 0 〃 ハナ 98．0�
22 � エイシンソルティー 牝4芦 55 川田 将雅�栄進堂 西園 正都 米 Redmon

Farm, LLC 480± 01：22．72 4．0�
58 ジーニマジック 牝5鹿 55 田中 勝春田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 476－ 21：23．12� 30．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，887，500円 複勝： 102，263，800円 枠連： 51，500，900円
馬連： 191，420，200円 馬単： 85，124，400円 ワイド： 88，895，000円
3連複： 228，210，600円 3連単： 338，739，500円 計： 1，148，041，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 370円 � 250円 � 350円 枠 連（5－7） 3，700円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 10，190円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 1，740円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 15，460円 3 連 単 ��� 95，110円

票 数

単勝票数 計 618875 的中 � 36832（8番人気）
複勝票数 計1022638 的中 � 69354（7番人気）� 116702（3番人気）� 75075（6番人気）
枠連票数 計 515009 的中 （5－7） 10767（17番人気）
馬連票数 計1914202 的中 �� 30694（21番人気）
馬単票数 計 851244 的中 �� 6260（48番人気）
ワイド票数 計 888950 的中 �� 13209（21番人気）�� 13071（22番人気）�� 17634（13番人気）
3連複票数 計2282106 的中 ��� 11068（61番人気）
3連単票数 計3387395 的中 ��� 2582（379番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．5―11．6―11．2―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．5―47．1―58．3―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンジュールココロ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2012．9．23 中山3着

2010．4．11生 牝5鹿 母 レ デ ィ ネ ス 母母 シュミーダー 25戦4勝 賞金 54，716，000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。



（27東京1）第3日 2月7日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 188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

197，840，000円
2，080，000円
6，260，000円
1，490，000円
17，880，000円
74，598，000円
5，702，800円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
459，759，700円
697，366，000円
362，643，000円
1，296，022，100円
640，995，000円
585，678，300円
1，514，501，800円
2，333，191，300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 7，890，157，200円

総入場人員 22，108名 （有料入場人員 21，217名）
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