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03073 2月21日 晴 良 （27東京1）第7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

611� ラ テ ラ ス 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 米 Mrs. Ger-
ald Nielsen 460－ 21：26．2 3．2�

24 ジェットコルサ 牡3青 56 戸崎 圭太尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 452－101：26．83� 3．3�
816 ポ ン ト ス 牡3鹿 56 大庭 和弥�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B452－ 41：27．43� 21．6�
47 � 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

466＋ 21：27．82� 4．5�
35 セイウンアワード 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 516＋ 8 〃 ハナ 148．2�
11 マ ゼ ン タ 牡3鹿 56 三浦 皇成増田 和啓氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 450± 01：28．11� 13．4	
510 ル パ ン 牡3栗 56 武士沢友治宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 454± 01：28．2� 26．3

714 サ ク ラ モ チ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 真歌田中牧場 462＋241：28．51� 163．9�
23 ワインカラー 牡3栗 56 大野 拓弥 �高木競走馬育成牧場 小笠 倫弘 新ひだか 増本牧場 430± 01：28．71� 263．5�
612 リミットブレイク 牡3鹿 56 F．ベリー �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 512＋101：28．8� 8．4

（愛）

36 フレンドマキシマム 牝3鹿 54 江田 照男保谷フミ子氏 岩戸 孝樹 日高 中館牧場 406－ 81：29．11� 337．3�
12 オブストラクション 牡3青鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 澤田 嘉隆 520－ 4 〃 ハナ 21．6�
59 クラウンテイラー 牡3鹿 56 吉田 豊�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 462＋ 81：29．3� 16．8�
48 サノタイクーン 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 468＋ 61：29．51� 67．5�
713 ナイトウォッチ 牡3栗 56 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム 488＋161：30．24 428．2�
815 ケージーロザンナ 牝3鹿 54 藤岡 佑介川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 448＋101：32．0大差 294．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，429，200円 複勝： 44，982，000円 枠連： 18，154，300円
馬連： 65，648，000円 馬単： 36，136，900円 ワイド： 33，619，000円
3連複： 80，286，400円 3連単： 116，824，500円 計： 421，080，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 140円 � 390円 枠 連（2－6） 480円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 290円 �� 950円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 12，170円

票 数

単勝票数 計 254292 的中 � 63275（1番人気）
複勝票数 計 449820 的中 � 104149（1番人気）� 91104（2番人気）� 19850（8番人気）
枠連票数 計 181543 的中 （2－6） 29019（1番人気）
馬連票数 計 656480 的中 �� 77438（1番人気）
馬単票数 計 361369 的中 �� 20197（2番人気）
ワイド票数 計 336190 的中 �� 34607（1番人気）�� 8437（10番人気）�� 7171（14番人気）
3連複票数 計 802864 的中 ��� 19807（7番人気）
3連単票数 計1168245 的中 ��� 6959（28番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．0―12．4―12．5―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．6―36．6―49．0―1：01．5―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラ テ ラ ス �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 A. P. Jet デビュー 2014．11．23 東京2着

2012．3．8生 牝3鹿 母 Garden Party 母母 Damerelle 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ジェットコルサ号の騎手戸崎圭太は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケージーロザンナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月21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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ハーランズロマン号・フロッケ号・マイネルアペックス号・ワールドハーモニー号
（非抽選馬） 6頭 キスザスターズ号・サトノピスケス号・センノレイダース号・ダイゴマサムネ号・ランドザスターズ号・

リッキーファイト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03074 2月21日 晴 良 （27東京1）第7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 ヴィンテージドール 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 勝己氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B498－ 42：16．3 5．3�
23 コスモポッポ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 456± 02：16．4� 5．0�
34 ディスコルディア 牝3青鹿54 柴田 善臣�G1レーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 446＋ 42：16．71� 4．0�
11 ケイジーオプティー �3黒鹿56 松岡 正海鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 416－ 22：17．02 13．7�
713 ハッスルカフェ 牡3黒鹿56 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 新ひだか 千代田牧場 484－ 22：17．21� 26．3	
610 トウショウノワール 牡3青鹿56 江田 照男トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 462＋ 42：17．41 43．8

59 セ ー ブ ル 牡3青 56 吉田 豊�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 494＋ 42：17．5� 5．1�
35 トーセンアスリート 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 472＋ 22：18．45 20．7
58 シュンクルーズ 牡3黒鹿56 大庭 和弥村田 滋氏 畠山 重則 新冠 パカパカ

ファーム 458± 0 〃 クビ 131．2�
814 トーセンジャズ 牡3黒鹿56 横山 典弘島川 �哉氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 466＋ 62：19．78 22．1�
47 ダンスオンザワルツ 牡3栗 56 内田 博幸的場 徹氏 古賀 慎明 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 502－ 22：20．02 46．7�
46 ノ ア ロ ッ ク 牡3鹿 56 武士沢友治佐山 公男氏 水野 貴広 平取 原田 新治 458－ 2 〃 クビ 429．4�
22 ルーチェスプマンテ 牝3黒鹿54 A．シュタルケ �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 ハナ 79．8�

（独）

611 デルマワカダンナ 牡3鹿 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 474－ 22：21．06 10．4�
712 マイネルプレアデス 牡3黒鹿56 F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム B446＋ 62：21．32 19．5�
（愛）

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，115，400円 複勝： 39，330，000円 枠連： 15，605，500円
馬連： 58，321，500円 馬単： 30，640，100円 ワイド： 30，511，300円
3連複： 70，934，400円 3連単： 91，920，800円 計： 359，379，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 160円 � 190円 枠 連（2－8） 940円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 440円 �� 500円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 14，520円

票 数

単勝票数 計 221154 的中 � 33284（4番人気）
複勝票数 計 393300 的中 � 53218（3番人気）� 67958（2番人気）� 52629（4番人気）
枠連票数 計 156055 的中 （2－8） 12731（6番人気）
馬連票数 計 583215 的中 �� 38798（2番人気）
馬単票数 計 306401 的中 �� 9334（8番人気）
ワイド票数 計 305113 的中 �� 17883（2番人気）�� 15319（6番人気）�� 16712（3番人気）
3連複票数 計 709344 的中 ��� 25522（4番人気）
3連単票数 計 919208 的中 ��� 4587（27番人気）

ハロンタイム 7．3―11．2―13．1―13．7―13．5―13．1―13．0―12．6―12．8―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．5―31．6―45．3―58．8―1：11．9―1：24．9―1：37．5―1：50．3―2：03．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィンテージドール �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2014．10．25 東京14着

2012．3．15生 牝3鹿 母 アイスドール 母母 ビスクドール 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 バーストハンター号の調教師伊藤伸一は，同馬の出馬投票について注意義務を怠り，出走取消となったことについて過怠

金30，000円。
※出走取消馬 バーストハンター号（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） 2頭 ヴァペンシエロ号・ナスカザン号
（非抽選馬） 3頭 アルランピード号・ウインアヴァンティ号・コパノハミルトン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 東京競馬 第７日



03075 2月21日 晴 良 （27東京1）第7日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時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
1：34．1
1：33．3

不良
良

714 プラニスフィア 牝3鹿 54 的場 勇人 H.H．シェイク・モハメド 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456 ―1：39．9 131．2�

510 エメラルエナジー 牡3栗 56 F．ベリー 高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 486 ―1：41．17 6．2�
（愛）

11 メイショウユウヒ 牝3黒鹿54 北村 宏司松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 492 ―1：42．16 4．8�
611 フローレンスオーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 486 ― 〃 クビ 6．7�
612 アスターレジェンド �3黒鹿56 石橋 脩菅原 広隆氏 伊藤 圭三 新ひだか 前川 正美 462 ―1：42．2クビ 21．2�
815 ティアップデザイヤ 牝3鹿 54 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 446 ― 〃 クビ 40．9�
12 スリーミッシー 牝3黒鹿54 村田 一誠永井商事	 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 452 ―1：42．3� 269．6

47 プリンセチア 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494 ―1：43．15 9．7�
23 トーアムーンリバー 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人高山ランド	 上原 博之 豊浦トーア牧場 460 ―1：43．31 131．4
59 ダイメイバーニング 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 石栗 龍彦 むかわ 佐久間 孝司 426 ―1：43．62 217．3�
24 サクラベルカント 牡3鹿 56 横山 典弘	さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 522 ―1：43．7� 2．3�
36 シンキングベーダ 牡3鹿 56 柴山 雄一入山 和男氏 松山 将樹 新ひだか 原 弘之 526 ―1：44．01� 176．5�
816 シャイニーヘイロー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 520 ―1：44．74 181．9�
35 マジックベル 牝3黒鹿54 A．シュタルケ�杵臼牧場 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 486 ―1：45．01� 11．6�

（独）

48 ハッピーマリッジ 牝3黒鹿 54
51 ▲木幡 初也飯田 正剛氏 小島 太 新ひだか 千代田牧場 412 ―1：45．21� 253．5�

713 シュガーベイ 牡3鹿 56 横山 和生千明牧場 勢司 和浩 日高 千明牧場 538 ―1：45．83� 81．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，248，600円 複勝： 27，820，300円 枠連： 14，404，900円
馬連： 45，781，400円 馬単： 29，601，100円 ワイド： 22，016，900円
3連複： 52，600，700円 3連単： 82，023，300円 計： 296，497，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，120円 複 勝 � 1，940円 � 230円 � 180円 枠 連（5－7） 8，380円

馬 連 �� 37，260円 馬 単 �� 126，860円

ワ イ ド �� 9，270円 �� 6，070円 �� 600円

3 連 複 ��� 46，410円 3 連 単 ��� 814，610円

票 数

単勝票数 計 222486 的中 � 1356（10番人気）
複勝票数 計 278203 的中 � 2791（10番人気）� 33043（4番人気）� 47361（2番人気）
枠連票数 計 144049 的中 （5－7） 1331（24番人気）
馬連票数 計 457814 的中 �� 952（44番人気）
馬単票数 計 296011 的中 �� 175（117番人気）
ワイド票数 計 220169 的中 �� 586（48番人気）�� 899（36番人気）�� 10136（6番人気）
3連複票数 計 526007 的中 ��� 850（83番人気）
3連単票数 計 820233 的中 ��� 73（907番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．0―48．6―1：01．4―1：14．1―1：26．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラニスフィア �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Darshaan 初出走

2012．5．14生 牝3鹿 母 マザーシプトン 母母 Temora 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ティアップデザイヤ号の騎手江田照男は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番・7番）
※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 ケンブリッジヒカリ号・コスモエルタニン号・サクセスカロリーナ号・マザーアース号・リーサルストライク号
※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。

03076 2月21日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27東京1）第7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

57 オジュウチョウサン 牡4鹿 59 山本 康志�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 504＋ 23：25．0 6．3�
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 472－ 23：25．63� 3．0�
46 トウケイギムレット 牡4黒鹿59 佐久間寛志木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 502－ 63：26．02� 10．2�
813 シゲルシモウサ 牡4鹿 59 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 470＋ 63：26．31� 29．0�
712 オ ベ レ ッ ク 牡5鹿 60 高野 和馬片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 484＋ 23：26．4� 149．5�
11 フ リ メ ー ル 牝4栗 57 小野寺祐太	ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 438＋ 43：26．61	 243．3

45 � グリーティングワン 牡5黒鹿60 平沢 健治井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 63：26．81 93．1�
69 カワキタバルク 牡6青鹿60 金子 光希川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 488＋ 23：27．11� 36．2�
814 レ ジ ア ー ネ 
7鹿 60 蓑島 靖典広尾レース� 尾関 知人 浦河 中島牧場 482－ 23：27．63 4．8
22 キープトライン 牡5鹿 60 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B518＋12 〃 ハナ 15．7�
33 トーアキヨモリ 牡4鹿 59 江田 勇亮高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 538＋ 43：27．7クビ 31．1�
34 サイレントメロディ 牡8青 60 石神 深一 	社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 508＋ 63：28．02 3．8�
711� ラナキラリオ 牡5黒鹿60 上野 翔横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 488＋243：36．4大差 134．8�
610 ア ン ク ト 牝4黒鹿57 鈴木 慶太広尾レース� 伊藤 正徳 大樹 大樹ファーム 470＋ 63：38．7大差 119．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，742，300円 複勝： 25，859，100円 枠連： 16，789，500円
馬連： 42，113，900円 馬単： 26，013，200円 ワイド： 21，614，300円
3連複： 56，576，000円 3連単： 87，028，200円 計： 295，736，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 160円 � 120円 � 220円 枠 連（5－5） 810円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，080円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 11，720円

票 数

単勝票数 計 197423 的中 � 25044（4番人気）
複勝票数 計 258591 的中 � 37966（3番人気）� 75254（1番人気）� 22092（5番人気）
枠連票数 計 167895 的中 （5－5） 15970（3番人気）
馬連票数 計 421139 的中 �� 41594（2番人気）
馬単票数 計 260132 的中 �� 11743（4番人気）
ワイド票数 計 216143 的中 �� 22811（1番人気）�� 4632（15番人気）�� 8145（7番人気）
3連複票数 計 565760 的中 ��� 17846（7番人気）
3連単票数 計 870282 的中 ��� 5382（31番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 52．1－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡4鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：4戦1勝 賞金 11，600，000円
〔その他〕 ラナキラリオ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラナキラリオ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年3月21日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タナトス号・ミヤジエムジェイ号



03077 2月21日 晴 良 （27東京1）第7日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時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

816 メローハーモニー 牝3鹿 54 A．シュタルケ 青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 458＋161：50．2 13．2�
（独）

815 トーセンカナロア 牡3鹿 56 戸崎 圭太島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 466－ 41：50．52 4．6�
24 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 428＋ 21：50．6� 3．9�

611 ヴァンガードシチー 牡3黒鹿56 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：50．81� 15．9�
713 レッドライジェル 牡3鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 ハナ 8．8	
59 スリーライオンズ 牡3鹿 56 柴山 雄一 
サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 アタマ 4．7�
11 シーサイドジャズ 牡3芦 56 F．ベリー 金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 クビ 8．8�
（愛）

714 タイセイゴッホ 牝3鹿 54 蛯名 正義田中 成奉氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 478＋121：50．9クビ 15．8
48 マイネルリアン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 青森 マルシチ牧場 498＋321：51．11� 75．2�
47 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± 01：51．41� 13．5�
23 ステラレガーロ 牝3黒鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 438－ 2 〃 アタマ 78．7�
36 クラレンスハウス 牝3鹿 54 松岡 正海下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 434＋ 61：51．71� 49．4�
612 レオクイック 牡3鹿 56 江田 照男�レオ 岩戸 孝樹 浦河 田中スタッド 450－ 21：52．44 330．1�
35 カワキタコクリコ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也川島 吉男氏 高橋 祥泰 新ひだか 藤本牧場 404± 01：52．5� 132．2�
12 トーセンシーギリア 牡3黒鹿56 大野 拓弥島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 484＋181：52．71� 99．8�
510 ミヤギサムソン 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹菅原 光博氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 436－101：52．91� 593．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，609，800円 複勝： 51，767，300円 枠連： 20，562，400円
馬連： 69，574，500円 馬単： 34，863，900円 ワイド： 35，967，200円
3連複： 81，596，000円 3連単： 103，961，000円 計： 429，902，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 320円 � 170円 � 150円 枠 連（8－8） 2，400円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 5，620円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，010円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 26，820円

票 数

単勝票数 計 316098 的中 � 19128（6番人気）
複勝票数 計 517673 的中 � 32065（7番人気）� 86437（3番人気）� 105176（1番人気）
枠連票数 計 205624 的中 （8－8） 6639（11番人気）
馬連票数 計 695745 的中 �� 20051（11番人気）
馬単票数 計 348639 的中 �� 4647（27番人気）
ワイド票数 計 359672 的中 �� 9216（11番人気）�� 8636（14番人気）�� 28981（1番人気）
3連複票数 計 815960 的中 ��� 17638（7番人気）
3連単票数 計1039610 的中 ��� 2810（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．2―50．1―1：03．2―1：16．0―1：27．4―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メローハーモニー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．8 東京4着

2012．3．22生 牝3鹿 母 グレースバニヤン 母母 チ ア フ ル 3戦1勝 賞金 6，850，000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 カガヤクアイロ号・ミストラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03078 2月21日 晴 良 （27東京1）第7日 第6競走 ��1，600�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
1：31．3
1：30．7

良
良

611� シンボリタピット 牡3鹿 56 蛯名 正義シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro
Wada 482－ 21：34．9 2．4�

59 ダイワエキスパート 牡3芦 56 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 440± 01：35．11� 18．8�
612 サ ザ ナ ミ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 404± 01：35．2クビ 4．1�
35 ムーンマジェスティ 牡3栗 56 石橋 脩伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 428± 0 〃 クビ 9．1�
24 コスモヨハネ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 490± 01：35．3� 6．2	
510 キングイマデショウ 牡3鹿 56 横山 典弘首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 2 〃 ハナ 32．4

47 アサクサリーダー 牡3黒鹿56 吉田 豊田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476＋ 6 〃 クビ 10．8�
12 ルグランパントル 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 474－ 21：35．61� 23．7�
713 マイネルグルマン 牡3鹿 56 F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 洞	湖 レイクヴィラファーム 488＋ 2 〃 ハナ 13．0
（愛）

23 マリーズラン 牝3鹿 54
51 ▲石川裕紀人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 466－ 21：35．81� 116．8�

36 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 448－ 81：36．22� 246．5�
48 � パラダイスガーデン 牝3栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Crossroads

Farm, LLC 458－ 21：36．41� 86．5�
815 ジャストサウンド 牡3鹿 56 江田 照男増田 雄一氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 452＋ 41：36．82� 153．8�
11 
 ガルノーヴァ 牝3鹿 54 的場 勇人�槇本牧場 的場 均 日高 槇本牧場 452－101：37．12 225．9�
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 428－ 21：37．31 694．8�
816 タカラレジェンド 牡3鹿 56 武士沢友治村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 490＋ 21：39．3大差 286．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，006，400円 複勝： 42，357，000円 枠連： 19，003，800円
馬連： 67，117，400円 馬単： 35，614，300円 ワイド： 32，187，900円
3連複： 76，595，300円 3連単： 110，669，400円 計： 414，551，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 330円 � 150円 枠 連（5－6） 890円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 780円 �� 290円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 14，780円

票 数

単勝票数 計 310064 的中 � 100798（1番人気）
複勝票数 計 423570 的中 � 100910（1番人気）� 23282（7番人気）� 78918（2番人気）
枠連票数 計 190038 的中 （5－6） 16498（5番人気）
馬連票数 計 671174 的中 �� 28024（6番人気）
馬単票数 計 356143 的中 �� 9357（9番人気）
ワイド票数 計 321879 的中 �� 9987（10番人気）�� 32543（1番人気）�� 6249（16番人気）
3連複票数 計 765953 的中 ��� 19245（8番人気）
3連単票数 計1106694 的中 ��� 5426（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．2―47．2―1：00．0―1：11．4―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シンボリタピット �
�
父 Tapit �

�
母父 Key of Luck デビュー 2014．10．5 新潟3着

2012．3．30生 牡3鹿 母 Miss Emma 母母 Disregard That 5戦2勝 賞金 18，668，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タカラレジェンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月21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 テンプルオブラブ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03079 2月21日 晴 良 （27東京1）第7日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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

36 シングンジョーカー 牡4黒鹿56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 472－ 21：48．1 7．4�
611 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± 01：48．31� 8．6�
815 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± 01：48．51� 24．3�
35 コーラルタワー 牡5黒鹿57 田辺 裕信田和 廣通氏 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 452＋ 2 〃 クビ 21．4�
59 トーセンターキー 牡5黒鹿57 戸崎 圭太島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 岡田スタツド 502－ 21：48．6クビ 1．7	
510 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 458－ 41：48．7� 10．0�
612 サトノフェアリー 牝5鹿 55 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 ハナ 16．6�
816 ウンプテンプ 牡4鹿 56 後藤 浩輝青山 洋一氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 494＋161：48．8� 13．3
12 ビ オ レ ン ト 牝4栗 54 A．シュタルケ 細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 454－ 2 〃 アタマ 73．4�

（独）

11 モンテエベレスト 	5青鹿57 柴山 雄一毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 502＋ 4 〃 ハナ 63．1�
47 
 ピンクシャドウ 牝4栗 54 内田 博幸 
ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 488－ 41：49．01� 80．1�
23 プレイアップ 牝5鹿 55 吉田 豊 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 61：49．42� 148．0�
24 � ティズトレメンダス 牝5鹿 55 蛯名 正義岡田 牧雄氏 尾形 和幸 米 Morgan’s

Ford Farm 502± 0 〃 ハナ 26．0�
48 スリーデーモン 牡5青鹿 57

54 ▲木幡 初也永井商事
 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 522－ 61：50．25 406．5�
714 アルファアリア 牝5鹿 55 柴田 善臣
貴悦 小西 一男 新冠 秋田牧場 436＋101：50．3� 405．3�
713 ビリーヴザワン 	4鹿 56

53 ▲石川裕紀人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 2 〃 アタマ 161．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，823，900円 複勝： 63，879，400円 枠連： 26，306，500円
馬連： 80，243，000円 馬単： 51，752，400円 ワイド： 41，039，700円
3連複： 89，863，300円 3連単： 158，183，600円 計： 547，091，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 350円 � 340円 � 530円 枠 連（3－6） 1，670円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 8，540円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，910円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 19，240円 3 連 単 ��� 105，990円

票 数

単勝票数 計 358239 的中 � 38303（2番人気）
複勝票数 計 638794 的中 � 48945（4番人気）� 51192（3番人気）� 29683（7番人気）
枠連票数 計 263065 的中 （3－6） 12161（6番人気）
馬連票数 計 802430 的中 �� 14877（11番人気）
馬単票数 計 517524 的中 �� 4543（22番人気）
ワイド票数 計 410397 的中 �� 8279（13番人気）�� 5505（19番人気）�� 5208（20番人気）
3連複票数 計 898633 的中 ��� 3502（55番人気）
3連単票数 計1581836 的中 ��� 1082（272番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．3―47．8―1：00．5―1：13．6―1：25．2―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

シングンジョーカー �
�
父 シングンオペラ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．2．10 東京1着

2011．4．4生 牡4黒鹿 母 ピ ロ ッ ト 母母 ウィーンコンサート 13戦2勝 賞金 32，772，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ヴァルコイネン号・サクラパリュール号・マローブルー号・ラインカグラ号・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。

03080 2月21日 晴 良 （27東京1）第7日 第8競走 ��2，100�サラブレッド系4歳以上
発走14時00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

612 キネオフォルツァ 牡4芦 56 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 526＋ 22：14．5 8．3�
48 サヴァティアーノ �4黒鹿56 後藤 浩輝 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510－ 4 〃 アタマ 2．4�
35 ドラゴンズタイム 牡4鹿 56 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 436＋ 42：15．24 11．8�
611 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 468－ 6 〃 アタマ 3．7�

（愛）

23 オリオンザムーン 牡5栗 57 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 516＋102：15．3� 212．3�
47 タイセイボルト 牡5青鹿57 戸崎 圭太田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 B480－ 22：15．4� 20．5	
36 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 526＋ 2 〃 ハナ 5．1

11 	 ウェルウィッチア 牡6鹿 57 大野 拓弥塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B476－ 42：15．61� 70．2�
816
 ターフデザイナー 牝4芦 54 柴田 大知�Basic 畠山 吉宏 米

Patterson Bloodstock,
Bellepoint Management
& Taylor Made Farm

494－ 82：16．66 304．4
12 セプテントリオ �5黒鹿 57

54 ▲石川裕紀人 �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 504－ 42：16．7� 24．5�

815 シゲルヒュウガ 牡4栗 56 田中 勝春森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 B506＋282：17．02 44．7�
24 
 テ ス テ ィ コ 牝4芦 54 小野寺祐太吉田 和美氏 木村 哲也 米 Casner

Racing, LP 516± 02：17．1クビ 126．7�
713 アイヅラブリー 牝4鹿 54 武士沢友治真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 462＋ 22：17．2� 175．6�
59 センショウゴールド 牡4黒鹿56 三浦 皇成齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 前川 正美 424＋ 42：17．3クビ 46．0�
510 リライブナカヤマ 牡5鹿 57 石橋 脩�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 462＋ 42：17．72� 419．1�
714 アディシオン 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 514－ 82：17．91� 284．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，797，800円 複勝： 47，844，400円 枠連： 26，715，400円
馬連： 87，889，400円 馬単： 44，316，000円 ワイド： 40，498，000円
3連複： 100，059，700円 3連単： 152，211，700円 計： 533，332，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 230円 � 140円 � 250円 枠 連（4－6） 330円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，120円 �� 480円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 21，400円

票 数

単勝票数 計 337978 的中 � 32195（4番人気）
複勝票数 計 478444 的中 � 48722（4番人気）� 111535（1番人気）� 41665（5番人気）
枠連票数 計 267154 的中 （4－6） 62107（1番人気）
馬連票数 計 878894 的中 �� 58062（4番人気）
馬単票数 計 443160 的中 �� 10064（14番人気）
ワイド票数 計 404980 的中 �� 22464（4番人気）�� 8689（16番人気）�� 22280（5番人気）
3連複票数 計1000597 的中 ��� 24465（10番人気）
3連単票数 計1522117 的中 ��� 5156（69番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．8―31．4―44．4―57．8―1：11．7―1：25．5―1：38．4―1：50．4―2：02．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．1
1
3
8（12，15）4，16，5（2，13）（3，14）（1，9）11（7，10）6・（8，12）（4，15，3）（16，9，14）（5，2，13，11）（1，6）（7，10）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キネオフォルツァ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Silver Charm デビュー 2014．1．12 中山10着

2011．4．20生 牡4芦 母 シルヴァーグレイル 母母 Hello Rachel 12戦2勝 賞金 21，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 キネオフォルツァ号の騎手北村宏司は，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。
〔その他〕 テスティコ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 テスティコ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年3月21日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ニューコネクション号
（非抽選馬） 1頭 ラフィンテール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03081 2月21日 晴 良 （27東京1）第7日 第9競走 ��2，000�
ち ょ う ふ

調 布 特 別
発走14時35分 （芝・左）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

22 フェスティヴイェル 牡4黒鹿56 田中 勝春臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 504＋102：00．8 6．9�
58 ロードエフォール 牡7黒鹿57 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 490± 0 〃 クビ 95．7�
33 トーセンデューク 牡4鹿 56 F．ベリー 島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 450－ 6 〃 アタマ 2．4�

（愛）

813 ネオリアリズム 牡4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＋18 〃 ハナ 5．3	
45 オウケンブラック 牡4鹿 56 北村 宏司福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 462－ 42：00．9クビ 11．4

610 シャドウウィザード �5黒鹿57 横山 典弘飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 468＋ 82：01．0� 17．8�
34 ヤマニンプードレ 牝5芦 55 柴田 大知土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 462－ 22：01．1	 46．8�
814 ロンギングゴールド 牡5黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 474＋10 〃 クビ 17．0
712 レッドカイザー 牡4黒鹿56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B494＋142：01．41� 20．6�
46 
 テナシティー �6黒鹿57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 470＋ 62：01．5クビ 53．8�
11 トーセンワープ 牡5鹿 57 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 B474＋ 4 〃 クビ 19．0�
711 ツクバアズマオー 牡4鹿 56 蛯名 正義荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：01．81� 7．6�
69 コスモユウチャン 牡6鹿 57 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 中村 和夫 478＋ 22：02．11� 180．0�
57 ロジメジャー 牡6黒鹿57 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 アタマ 35．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，125，700円 複勝： 69，594，700円 枠連： 29，470，800円
馬連： 134，439，400円 馬単： 62，029，900円 ワイド： 56，346，000円
3連複： 140，604，200円 3連単： 222，276，700円 計： 757，887，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 1，160円 � 150円 枠 連（2－5） 6，920円

馬 連 �� 25，390円 馬 単 �� 47，660円

ワ イ ド �� 4，780円 �� 380円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 21，040円 3 連 単 ��� 253，380円

票 数

単勝票数 計 431257 的中 � 49728（3番人気）
複勝票数 計 695947 的中 � 101110（2番人気）� 10382（13番人気）� 160787（1番人気）
枠連票数 計 294708 的中 （2－5） 3297（25番人気）
馬連票数 計1344394 的中 �� 4102（55番人気）
馬単票数 計 620299 的中 �� 976（107番人気）
ワイド票数 計 563460 的中 �� 2819（53番人気）�� 43270（1番人気）�� 3735（42番人気）
3連複票数 計1406042 的中 ��� 5010（71番人気）
3連単票数 計2222767 的中 ��� 636（676番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．0―12．4―12．4―12．3―12．0―11．6―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―36．7―49．1―1：01．5―1：13．8―1：25．8―1：37．4―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フェスティヴイェル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．12．7 中山5着

2011．3．18生 牡4黒鹿 母 マクシマール 母母 マックスジーン 15戦3勝 賞金 60，060，000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） 1頭 モンプレジール号
（非抽選馬） 3頭 アグネスドリーム号・ピュアソルジャー号・マイネルシュライ号
※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。

03082 2月21日 晴 良 （27東京1）第7日 第10競走 ��1，600�
は つ ね

初音ステークス
発走15時10分 （芝・左）

牝，4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，55�
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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

816 ウエスタンメルシー 牝4鹿 55 後藤 浩輝西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 464＋ 41：34．2 29．1�
612 レッドセシリア 牝5鹿 55 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 428± 0 〃 アタマ 6．3�
611 アルマディヴァン 牝5栗 55 藤岡 佑介コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 486＋ 41：34．41� 21．8�
48 クラウンロゼ 牝5鹿 55 柴田 善臣矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 476－ 61：34．5� 21．7�
24 チェリーヒロイン 牝6栗 55 石橋 脩伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 426＋ 81：34．6� 15．8�
59 サクラプレジール 牝5青 55 吉田 豊�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 B490＋ 6 〃 クビ 111．1	
815	 ベリーフィールズ 牝7鹿 55 柴山 雄一 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 456－141：34．7クビ 176．4

12 シャトーブランシュ 牝5鹿 55 田辺 裕信 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 アタマ 3．6�
510 ウキヨノカゼ 牝5黒鹿55 横山 典弘國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 484± 0 〃 アタマ 14．6
714 トーセンソレイユ 牝5鹿 55 A．シュタルケ 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 442－ 41：34．8� 2．9�

（独）

23 コーディリア 牝6青 55 石川裕紀人 �社台レースホース尾形 和幸 安平 追分ファーム B458± 0 〃 クビ 23．6�
47 パシャドーラ 牝5鹿 55 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504－121：34．9クビ 10．3�
11 サンマルホウセキ 牝4鹿 55 田中 勝春相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 434－ 41：35．0� 31．8�
36 ア ラ フ ネ 牝6栗 55 伊藤 工真�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 468＋ 2 〃 ハナ 211．6�
35 グランデアモーレ 牝5芦 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋181：35．85 40．8�
（15頭）

713 ウインプリメーラ 牝5黒鹿55 柴田 大知�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 52，855，800円 複勝： 79，073，600円 枠連： 36，907，200円
馬連： 161，911，200円 馬単： 75，526，300円 ワイド： 68，917，400円
3連複： 183，948，700円 3連単： 283，613，600円 計： 942，753，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，910円 複 勝 � 740円 � 220円 � 520円 枠 連（6－8） 5，420円

馬 連 �� 9，720円 馬 単 �� 17，860円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 5，700円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 45，800円 3 連 単 ��� 321，280円

票 数

単勝票数 計 528558 的中 � 14506（10番人気）
複勝票数 計 790736 的中 � 24809（11番人気）� 110987（3番人気）� 36973（6番人気）
枠連票数 計 369072 的中 （6－8） 5275（19番人気）
馬連票数 計1619112 的中 �� 12903（33番人気）
馬単票数 計 755263 的中 �� 3171（58番人気）
ワイド票数 計 689174 的中 �� 5386（38番人気）�� 3075（51番人気）�� 11452（18番人気）
3連複票数 計1839487 的中 ��� 3012（128番人気）
3連単票数 計2836136 的中 ��� 640（776番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．7―47．7―59．9―1：11．2―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンメルシー �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2013．7．20 福島5着

2011．3．21生 牝4鹿 母 ウエスタンバリア 母母 ウエスタンマデリア 15戦4勝 賞金 49，433，000円
〔出走取消〕 ウインプリメーラ号は，疾病〔左頚部挫創〕のため出走取消。
〔制裁〕 トーセンソレイユ号の騎手A．シュタルケは，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エアジェルブロワ号・ケイティバローズ号・フレイムコード号・プロクリス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03083 2月21日 晴 良 （27東京1）第7日 第11競走 ��3，400�第65回ダイヤモンドステークス（ＧⅢ）
発走15時45分 （芝・左）

4歳以上，26．2．22以降27．2．15まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
3：29．4
3：29．4

良
良

816 フェイムゲーム 牡5青鹿58 北村 宏司 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 456－ 63：31．9 3．7�
815 ファタモルガーナ �7鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 488－ 43：32．22 4．8�
47 カ ム フ ィ ー 牡6黒鹿51 柴田 善臣清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 474－ 63：32．62� 18．9�
12 ステラウインド 牡6黒鹿56 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 482± 03：32．7クビ 6．4�
23 ネオブラックダイヤ 牡7青鹿54 横山 典弘小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋ 4 〃 アタマ 24．0�
59 ニューダイナスティ 牡6鹿 55 A．シュタルケ �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 63：33．44 15．2	
（独）

510 タガノグーフォ �6黒鹿53 吉田 豊八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 478± 03：33．93 251．4

24 タニノエポレット 牡8鹿 56 三浦 皇成谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 506－ 23：34．0� 34．2�
35 サイモントルナーレ 牡9栗 50 江田 照男澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 B468＋ 83：34．1� 295．8�
36 カルドブレッサ 牡7栗 55 内田 博幸 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490± 03：34．73� 69．2
713 アドマイヤフライト 牡6鹿 56 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 540－103：34．8� 7．9�
11 メジャープレゼンス 牡5栗 51 石川裕紀人 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 532＋ 23：35．33 27．0�
611 シャンパーニュ 牡4芦 51 酒井 学 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 486－ 4 〃 クビ 13．6�
714 タイセイドリーム 牡5鹿 53 石橋 脩田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 530± 03：37．2大差 44．2�
48 ラブイズブーシェ 牡6黒鹿57．5 田辺 裕信小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 462＋ 23：37．41� 6．9�
612 リキサンステルス 牡5青鹿54 後藤 浩輝 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B480± 0 （競走中止） 108．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 132，663，600円 複勝： 205，277，700円 枠連： 107，221，300円
馬連： 497，944，000円 馬単： 202，338，100円 ワイド： 212，266，300円
3連複： 684，717，800円 3連単： 1，023，626，400円 計： 3，066，055，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 170円 � 380円 枠 連（8－8） 960円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，440円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 26，090円

票 数

単勝票数 計1326636 的中 � 281695（1番人気）
複勝票数 計2052777 的中 � 395797（1番人気）� 329674（2番人気）� 107651（8番人気）
枠連票数 計1072213 的中 （8－8） 86522（4番人気）
馬連票数 計4979440 的中 �� 399226（1番人気）
馬単票数 計2023381 的中 �� 90516（1番人気）
ワイド票数 計2122663 的中 �� 149147（1番人気）�� 36011（18番人気）�� 36252（17番人気）
3連複票数 計6847178 的中 ��� 75725（16番人気）
3連単票数 計10236264 的中 ��� 28441（60番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―12．7―12．8―11．6―12．6―13．0―14．4―13．2―12．6―12．3―12．5―12．2―12．0―11．4―11．8
―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．2―24．8―37．5―50．3―1：01．9―1：14．5―1：27．5―1：41．9―1：55．1―2：07．7―2：20．0―2：32．5

2，600� 2，800� 3，000� 3，200�
―2：44．7―2：56．7―3：08．1―3：19．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェイムゲーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アレミロード デビュー 2012．9．29 中山8着

2010．5．11生 牡5青鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ 15戦5勝 賞金 203，250，000円
〔競走中止〕 リキサンステルス号は，2周目4コーナーで前の馬に触れてつまずき，転倒したため競走中止。なお，同馬は予後不良。
〔制裁〕 フェイムゲーム号の騎手北村宏司は，2周目4コーナーで外側に斜行したことについて平成27年2月28日から平成27年3月

15日まで騎乗停止。（被害馬：12番）
※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 フェデラルホール号・メイショウジンム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03084 2月21日 晴 良 （27東京1）第7日 第12競走 ��1，600�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 10，500，000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
1：34．1
1：33．3

不良
良

48 サトノアルバトロス 牡4黒鹿57 三浦 皇成里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 514＋141：37．6 3．9�
611 バ ン ズ ー ム 牡4鹿 57 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 クビ 2．6�
24 ムードティアラ 牝5鹿 55 伊藤 工真�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 480± 01：38．45 7．1�
35 � ポンデザムール 牡5黒鹿57 蛯名 正義岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 524± 01：38．61 24．9�
714 ショウリノウタゲ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 526－ 41：38．7� 32．3�
612 ロ ジ テ ー ル 牡6鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 472± 01：38．8クビ 5．3	
12 エンドレストライ 牝4黒鹿55 江田 照男飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 468－ 81：38．9� 171．1

36 フランチャイズ 牡6栗 57 F．ベリー 島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 512－ 41：39．11	 15．4�

（愛）

510 ラ ブ ユ ー 牝4栗 55 大野 拓弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 490－ 4 〃 クビ 40．2�
59 スズヨストラ 牡5栗 57 北村 宏司鈴木与四郎氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド 474－ 21：39．31	 49．8
815
 アテーナーズブレス 牝7鹿 55 石橋 脩黒岩 晴男氏 古賀 慎明 米 Green

Gates Farm 470＋ 21：39．51� 138．2�
713 カフェラビリンス 牡8鹿 57

54 ▲井上 敏樹西川 恭子氏 高木 登 千歳 社台ファーム 528－ 41：39．6クビ 172．0�
11 ナスケンリュウジン 牡4栗 57 戸崎 圭太那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 460± 0 〃 クビ 27．2�
816 ガ ム ラ ン �7青鹿 57

54 ▲石川裕紀人 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 536－ 21：39．81 35．6�
47 ウインヴォイジャー 牡4芦 57 柴田 大知�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 514－ 61：41．18 52．9�
23 マジッククレスト 牝6青鹿55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 41：43．3大差 119．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，426，500円 複勝： 89，716，400円 枠連： 52，276，800円
馬連： 180，456，500円 馬単： 89，981，300円 ワイド： 88，367，100円
3連複： 221，721，000円 3連単： 380，296，700円 計： 1，164，242，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 120円 � 180円 枠 連（4－6） 420円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 290円 �� 580円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 5，810円

票 数

単勝票数 計 614265 的中 � 124387（2番人気）
複勝票数 計 897164 的中 � 125078（3番人気）� 249207（1番人気）� 102647（4番人気）
枠連票数 計 522768 的中 （4－6） 95923（1番人気）
馬連票数 計1804565 的中 �� 250316（1番人気）
馬単票数 計 899813 的中 �� 59549（3番人気）
ワイド票数 計 883671 的中 �� 84403（2番人気）�� 35801（6番人気）�� 57227（4番人気）
3連複票数 計2217210 的中 ��� 116340（2番人気）
3連単票数 計3802967 的中 ��� 47418（8番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．8―12．1―12．8―13．4―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―35．2―47．3―1：00．1―1：13．5―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノアルバトロス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．1．18 中山2着

2011．4．28生 牡4黒鹿 母 ホームスイートホーム 母母 Our Country Place 8戦3勝 賞金 30，680，000円
〔騎手変更〕 アテーナーズブレス号の騎手後藤浩輝は，第11競走での落馬負傷のため石橋脩に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マジッククレスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月21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。
（非抽選馬） 1頭 ラブリースター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（27東京1）第7日 2月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 186頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

254，840，000円
2，080，000円
6，740，000円
1，820，000円
23，280，000円
74，862，500円
5，879，800円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
511，845，000円
787，501，900円
383，418，400円
1，491，440，200円
718，813，500円
683，351，100円
1，839，503，500円
2，812，635，900円
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�
�

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 9，228，509，500円

総入場人員 29，134名 （有料入場人員 28，034名）
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