
０３０３７ ２月４日 晴 良 （１９東京１）第４日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

４８ ジョウノガーベラ 牝３栗 ５４ 安藤 勝己小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４６０＋ ４１：２８．４ ２．９�

８１６ ファディスタ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ５１０＋ ４ 〃 アタマ ３．２�

６１２� コスモエターナル 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 浦河 田中 哲実 ４５０± ０１：２８．５� ６．５�
５１０� エフテーララーヤ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸深野 茂雄氏 西塚 安夫 えりも 上島牧場 ４３８－ ２ 〃 アタマ １２．２�

（大井）

２３ � フェスティヴモモ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春臼井義太郎氏 斎藤 宏 三石 タガミファーム ４５８－ ４１：２８．６クビ ２２．３�
５９ スイートフィズ 牝３芦 ５４ 吉田 豊シンボリ牧場 奥平 雅士 千葉 シンボリ牧場 ４９２－１０１：２８．８１� ４．６	
３５ � トーセンスマッシュ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義島川 
哉氏 国枝 栄 三石 ヒサイファーム ４３０－１０１：２８．９� ５１．６�
１２ ユ ミ 牝３栗 ５４ 小野 次郎中田 和宏氏 水野 貴広 門別 新井 昭二 ４４８＋ ２１：２９．４３ １２３．１�
２４ ロ ッ タ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司白井 繁夫氏 田 研二 静内 静内白井牧場 ４７４＋ ２１：２９．５クビ １２７．０�
３６ � オンワードイイデス 牝３鹿 ５４ 石橋 脩樫山 章子氏 清水 利章 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４１８－１２ 〃 ハナ ８３．９�
７１３ キシュウトレジャー 牝３鹿 ５４ 村田 一誠木村 善一氏 本間 忍 門別 日西牧場 ４６２＋ ２１：２９．８１� ３６．２�
４７ ハートオンスマイル 牝３黒鹿５４ 江田 照男�野坂牧場 境 征勝 静内 岡田牧場 ４７２＋１０１：３０．１２ １０４．０�
８１５ オイコミジョウズ 牝３芦 ５４

５１ ▲的場 勇人小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４０２± ０１：３０．４１� ３８４．２�
６１１ チャームドレス 牝３鹿 ５４ 小林 淳一タマモ� 清水 英克 静内 前田牧場 ４２２－ ２１：３０．７１� ４１５．３�
１１ �� スガノギムレット 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹菅原光太郎氏 笹倉 武久 鵡川 市川牧場 ４２４－ ２１：３１．３３� ２３２．９�
７１４� メジロスピカ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺 メジロ牧場 ４３２＋ ４１：３１．７２� １１９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，８１５，５００円 複勝： ３２，４５８，９００円 枠連： ２８，８６２，９００円

普通馬連： １００，４０４，９００円 馬単： ９１，０３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７６３，１００円

３連複： １２５，２２０，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４２７，５５７，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（４－８） ４１０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ４５０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２８１５５ 的中 � ６３６８７（１番人気）
複勝票数 計 ３２４５８９ 的中 � ７９１１５（２番人気）� ８５０１６（１番人気）� ３５７５４（４番人気）
枠連票数 計 ２８８６２９ 的中 （４－８） ５２６６６（１番人気）
普通馬連票数 計１００４０４９ 的中 �� １４９９１１（１番人気）
馬単票数 計 ９１０３２６ 的中 �� ７６３９０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７６３１ 的中 �� ３４７４０（１番人気）�� １３３７５（５番人気）�� １６５７５（４番人気）
３連複票数 計１２５２２００ 的中 ��� ８８５７３（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３５．９―４８．７―１：０１．５―１：１４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．５―３F３９．７
３ ・（９，１０，１６）－３，４，１３，１４（２，８）１５（１，５）１１，６－１２，７ ４ ・（９，１０）１６（３，４）１３－（２，８）－（１，５，１４）１５，６，１１，１２，７

勝馬の
紹 介

ジョウノガーベラ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２００６．１２．１７ 中京４着

２００４．３．２７生 牝３栗 母 ジョウノカオルコ 母母 オンワードウイツチ ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 クロフネマンボ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０３８ ２月４日 晴 良 （１９東京１）第４日 第２競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

５９ ホワイトリーベ 牝３芦 ５４ 吉田 豊水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４６６± ０１：２１．２ ３．４�

４７ � コスモタロウ 牡３栗 ５６ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 奥山 喜義 ４５０－ ６１：２１．３� ５．６�
２４ ロイヤルクリーク 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一後藤 繁樹氏 秋山 雅一 浦河 中村 雅明 B４８４± ０１：２１．８３ ５．１�
７１４ パ ワ ー サ ム 牡３鹿 ５６ 内田 博幸宮崎 金造氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４５４－ ４１：２２．１１� ９２．８�

（大井）

６１１ バーゼルシチー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 山田 要一 浦河 目名太山口
牧場 ４７０－ ８１：２２．３１� ４９７．３�

３５ セレクトアゲン 牡３鹿 ５６ 武 豊浅川 皓司氏 中野 栄治 静内 三木田 明仁 ４５８－ ４１：２２．４� ３．６	
５１０� メジロカペラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ４５０－ ６ 〃 クビ １３３．７

４８ � ヒルノナタリー 牝３鹿 ５４ 小林 淳一蛭川 正文氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４２２－ ８１：２２．６１� １５８．４�
１２ � ピエネヴェーレ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：２２．８１� ２１．１�
１１ ベルグコマンダー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人山田 俊一氏 清水 美波 静内 静内酒井牧場 ４００＋ ２１：２２．９クビ ６８．８
７１３� ハギノポンパドール 牝３芦 ５４ 岩田 康誠安岡美津子氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ６１：２３．０� ６２．９�
３６ コアレスディガー 牡３黒鹿５６ 御神本訓史小林 昌志氏 岩戸 孝樹 平取 コアレススタッド ４６０－ ８ 〃 クビ １０．６�

（大井）

８１５� デ ー ト 牝３栗 ５４ 北村 宏司小田切有一氏 矢野 進 三石 木下牧場 ４６８－ ２１：２３．４２� ３１．５�
２３ ジェイケイクリーク 牝３鹿 ５４ 横山 典弘小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 安田 豊重 ５０２± ０１：２３．６１� １４．２�
６１２ セイカスクワート 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４２０＋１２１：２３．９２ ２１３．６�
８１６� グリーンキャッスル 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ３８６－ ２１：２４．１� ７３８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，２２３，３００円 複勝： ３１，９１８，０００円 枠連： ３０，９３５，７００円

普通馬連： ９５，９８７，０００円 馬単： ８４，１７９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８５９，４００円

３連複： １２２，３６１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４１５，４６４，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（４－５） ７１０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ２７０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３２２３３ 的中 � ５４４３５（１番人気）
複勝票数 計 ３１９１８０ 的中 � ８１２７１（１番人気）� ４３０４９（４番人気）� ５５３９６（２番人気）
枠連票数 計 ３０９３５７ 的中 （４－５） ３２３６８（４番人気）
普通馬連票数 計 ９５９８７０ 的中 �� １０４３１７（２番人気）
馬単票数 計 ８４１７９８ 的中 �� ４９０７３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８５９４ 的中 �� ２４５３９（２番人気）�� ２６９４８（１番人気）�� １２６３７（５番人気）
３連複票数 計１２２３６１１ 的中 ��� ８８４９８（１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１８．１―３０．２―４３．４―５６．３―１：０８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３７．８
３ ２（１，６，９）（４，７）（３，８）（１０，１４）５，１２（１１，１３）－（１５，１６） ４ ・（２，９）（１，６，７）（４，８）３，１４（５，１０）１３，１１（１２，１５，１６）

勝馬の
紹 介

ホワイトリーベ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．１０．１４ 東京８着

２００４．４．６生 牝３芦 母 バイタルリッチ 母母 スイートビビッド ６戦１勝 賞金 １０，９００，０００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） ６頭 サクラスウィープ号・サンマルマドンナ号・スキャットナンバー号・ダブルヒーロー号・ニシニキイロ号・

レッドコサージュ号
（非抽選馬） ２頭 ベルモントガロップ号・マールロッソ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０３９ ２月４日 晴 良 （１９東京１）第４日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （ダート・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４５ � ペルサントクリール 牝３栗 ５４ 横山 典弘前田 幸治氏 古賀 史生 米
Coffee Pot Stable
& The Thorough-
bred Corporation

５４８ ―１：３９．９ ８．２�

３３ トーセンゴライアス 牡３芦 ５６ 北村 宏司島川 �哉氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム ５６２ ―１：４０．２１� ３．５�
８１４� セーフアズロック 牝３栗 ５４ 内田 博幸臼田 浩義氏 萩原 清 米 Morio

Sakurai ４２４ ―１：４１．８１０ ３．０�
（大井）

４６ � ミウラジェット 牡３黒鹿５６ 江田 照男佐藤 明氏 佐々木亜良 三石 久米 和夫 ４４４ ―１：４１．９クビ １３６．２�
８１３ メイキンマジック 牡３青鹿５６ 小野 次郎加藤 愼一氏 石毛 善彦 浦河 大柳ファーム ５１０ ―１：４２．２２ ３３．１�
７１１� ヒシエンデバー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット B４５８ ―１：４２．８３	 １２８．７�
６１０ マ ダ ム チ ヨ 牝３鹿 ５４ 石神 深一滝川 一氏 大和田 稔 青森 明成牧場 ４９０ ― 〃 クビ ２６２．８	
２２ バーニングウイル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 静内 田中 裕之 ４８４ ―１：４２．９クビ ２０４．４

３４ ティグラート 牝３栗 ５４ 柴山 雄一 �キャロットファーム 久保田貴士 早来 ノーザンファーム B５２２ ―１：４３．２１� ２９．５�
５７ ヤマノキングアロー 牡３芦 ５６

５３ ▲的場 勇人山泉 恵宥氏 的場 均 新冠 高瀬牧場 ５３０ ― 〃 クビ ２９．６
５８ ミンナナカヨシ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一神山 幸男氏 土田 稔 三石 土田 和男 ５２６ ―１：４４．４７ ４１．１�
７１２� アイスカービング 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ４５２ ―１：４５．０３	 ３．４�
１１ � ニシノビジュー 牡３栗 ５６ 村田 一誠西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４６８ ―１：４５．３２ ７４．９�
６９ グランドフェロー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４６４ ―１：４６．５７ ２０．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，２７５，７００円 複勝： ２３，１７８，７００円 枠連： ３０，４９５，９００円

普通馬連： ８５，０９６，４００円 馬単： ８４，６４６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３９３，８００円

３連複： １０９，９１２，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３８２，９９８，９００円

払 戻 金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � １４０円 枠 連（３－４） １，０６０円

普通馬連 �� １，２７０円 馬 単 �� ３，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ５２０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６２７５７ 的中 � ２５５１３（４番人気）
複勝票数 計 ２３１７８７ 的中 � ２４５７７（４番人気）� ４６２１２（３番人気）� ５１５９１（１番人気）
枠連票数 計 ３０４９５９ 的中 （３－４） ２１４１６（５番人気）
普通馬連票数 計 ８５０９６４ 的中 �� ４９６２７（５番人気）
馬単票数 計 ８４６４６１ 的中 �� １９３４１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３９３８ 的中 �� １２２１０（５番人気）�� １０８８５（６番人気）�� １７０７０（３番人気）
３連複票数 計１０９９１２３ 的中 ��� ４８２９７（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３５．７―４８．０―１：０１．１―１：１４．１―１：２６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ペルサントクリール �
�
父 Point Given �

�
母父 Sir Harry Lewis 初出走

２００４．２．１０生 牝３栗 母 Try N Sue 母母 Final Accord １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランドフェロー号は，平成１９年３月４日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０４０ ２月４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１９東京１）第４日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

５７ � ダイタクアルビン 牡７黒鹿６０ 西谷 誠小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４８２－ ８３：２１．１ １．７�

６９ オンワードヒリュウ 牡７栗 ６０ 田中 剛�オンワード牧場 杉浦 宏昭 新冠 高橋 忍 ４７０＋１４３：２３．０大差 ３．８�
６１０� トウカイマジック 牡５鹿 ６０ 蓑島 靖典内村 正則氏 後藤 由之 三石 谷山 和喜 ４８４± ０３：２５．５大差 ３６．８�
８１３ カネトシパワフル 牡４鹿 ５９ 小林慎一郎兼松 利男氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 ４８８± ０３：２６．３５ １５．０�
７１２� アサカハルナー 牡４鹿 ５９ 柴田 大知佐久間 啓氏 鈴木 勝美 浦河 中神牧場 ４９０－ ２３：２６．６１� ２６４．４�
３４ � ウィンディータイム 牝４鹿 ５７ 柴田 未崎�ターフ・スポート石栗 龍彦 門別 谷川畜産 ４６６－ ６３：２６．７� １２６．１	
４５ � テイエムファンキー 牡８芦 ６０ 白浜 雄造竹園 正繼氏 鹿戸 幸治 浦河 鮫川 啓一 ４６８－１６３：２８．６大差 ６．４

４６ ネヴァファンタジー 牝４鹿 ５７ ▲水出 大介�ティーエイチ 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４５４－ ８３：２９．２３� １３３．７�
２２ � マイネルマキシマム 牡４栗 ５９ 江田 勇亮 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 郷原 洋行 新冠 ビッグレッドファーム ５２４＋３０３：３０．１５ １３０．９�
８１４� ビューティピース 牝４芦 ５７ 植野 貴也野口 弘司氏 平井 雄二 新冠 竹中牧場 ４２６－ ２３：３０．２クビ ３２１．３
７１１� ダイワカーメル 牡６黒鹿６０ 菊池 憲太大城 敬三氏 嶋田 功 浦河 上山牧場 ４６６－ ２３：３２．５大差 ７１．３�
３３ グランドビースト 牡４鹿 ５９ 山本 康志�グランド牧場 二本柳俊一 静内 グランド牧場 ４５６＋ ６３：３２．６� ２７２．４�
１１ ゴールドバディー 牝４鹿 ５７ 浜野谷憲尚�三嶋牧場 武藤 善則 浦河 上田 五十詞 ５３０＋１２ （競走中止） １８．６�
５８ 	 シャーディーナイス 牡８鹿 ６０

５７ ▲高野 和馬戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５４４＋ ２ （競走中止） ２４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，８８６，８００円 複勝： １７，５５７，２００円 枠連： ２７，６５７，５００円

普通馬連： ７５，１２９，０００円 馬単： ８６，４６１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８１２，４００円

３連複： １１３，９７４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３６４，４７８，８００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ４１０円 枠 連（５－６） ２７０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ７００円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３８８６８ 的中 � １１３８４４（１番人気）
複勝票数 計 １７５５７２ 的中 � ６５４０８（１番人気）� ２９１３５（２番人気）� ６４１２（７番人気）
枠連票数 計 ２７６５７５ 的中 （５－６） ７６３４３（１番人気）
普通馬連票数 計 ７５１２９０ 的中 �� １４５４６５（１番人気）
馬単票数 計 ８６４６１７ 的中 �� １１６２３１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８１２４ 的中 �� ２５５７２（１番人気）�� ６４２２（８番人気）�� ３０６３（１６番人気）
３連複票数 計１１３９７４２ 的中 ��� ３３２６６（９番人気）

上り １マイル １：４９．１ ４F ５４．３－３F ４０．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ダイタクアルビン �
�
父 サクラチトセオー �

�
母父 ノーアテンシヨン デビュー ２００２．１０．６ 京都１着

２０００．３．２０生 牡７黒鹿 母 ダイタクイチバン 母母 ネヴアーイチバン 障害：２戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔競走中止〕 シャーディーナイス号は，１周目５号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ゴールドバディー号は，２周目６号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，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２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２１頭 グラスファイター号・グローリージョン号・ゴールドスナイパー号・スズカウエスト号・ダイタクソニック号・

ダイワアルテミス号・タケノフェロー号・デイトレーダー号・テーオードラゴン号・トーセンエタニティ号・
ビッグトワイニング号・ブレイブスペシャル号・マイクラリネット号・マイネルネオス号・マダムウイナー号・
マルノユビキタス号・メジログリーン号・モルフェワルツ号・ユキノアメージング号・レッドバースピン号・
ワイズタイクーン号



０３０４１ ２月４日 晴 良 （１９東京１）第４日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１１�� ユメノツヅキヲ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日田牧場 ４３４－ ２１：３６．９ ８．１�

３５ デ ザ フ ィ オ 牡３鹿 ５６ 武 豊�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ ３．１�
４７ � エンジェルステージ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一山科 統氏 堀 宣行 浦河 バンダム牧場 ４３２－ ４ 〃 クビ ４．０�
１１ � コアレスハリケーン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ４９４－ ８１：３７．０クビ ３．５�
２４ アマミスウィフト 牡３鹿 ５６ 小野 次郎鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４２６－ ４ 〃 クビ ８．４�
５１０� デストラメンテ 牡３芦 ５６ 小林 淳一岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６８－ ４１：３７．１クビ ２７．５�
４８ � マイスイートハート 牝３栗 ５４

５３ ☆津村 明秀 �高木競走馬育成牧場 斎藤 誠 浦河 多田 善弘 ４２８－ ２１：３７．４２ ２３６．７	
７１４� ステージワンスモア 牝３鹿 ５４ 御神本訓史松下 征弘氏 岩戸 孝樹 新冠 競優牧場 ４２８－１８１：３７．６１ １８．２


（大井）

８１６� ファーストラン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸水上 行雄氏 土田 稔 浦河 笠松牧場 ４１０－ ６１：３７．７	 ６８．４�
（大井）

２３ ミサトペニー 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹戸部 洋氏 谷原 義明 門別 藤本 友則 ３９２－１０ 〃 クビ ２９２．８�
８１５ ネイチャーマインド 牡３栗 ５６

５３ ▲的場 勇人井上 修一氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ５０６－ ６１：３８．０１
 ４０８．６
６１２� トーセンヒヨシマル 牡３鹿 ５６ 石橋 脩島川 �哉氏 柴田 政人 英 Michael Ng ４３２± ０ 〃 ハナ １３７．８�
１２ � イブキシャナオウ 牡３栗 ５６ 武士沢友治�伊吹 菅原 泰夫 門別 北陽ファーム ４２２－ ８１：３８．２１ ２５４．４�
５９ ホースメンレディー 牝３鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人野澤 �智氏 内藤 一雄 新冠 斉藤 安行 ４０４－ ２１：３８．４１ ５３７．２�
３６ ナイキヴィゴラス 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義小野 誠治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４４０± ０ 〃 クビ ５６．８�
７１３ ローレルクロタカ 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �ローレルレーシング 田子 冬樹 新冠 長浜 秀昭 ４０８－ ６１：３９．５７ ３７２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，５４０，２００円 複勝： ３１，８１６，０００円 枠連： ３０，５７３，３００円

普通馬連： １１３，２６３，６００円 馬単： １０７，６２４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９５３，８００円

３連複： １４５，４１６，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４８９，１８８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（３－６） ６２０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� ２，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ４２０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，２００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０５４０２ 的中 � ３００５７（４番人気）
複勝票数 計 ３１８１６０ 的中 � ３５６５５（４番人気）� ８２２８０（１番人気）� ５５０１８（３番人気）
枠連票数 計 ３０５７３３ 的中 （３－６） ３６４９０（２番人気）
普通馬連票数 計１１３２６３６ 的中 �� ８９１３３（３番人気）
馬単票数 計１０７６２４４ 的中 �� ３１１４１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９５３８ 的中 �� ２０９９７（３番人気）�� １６８１５（６番人気）�� ２６４２６（２番人気）
３連複票数 計１４５４１６７ 的中 ��� ８９４３７（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．１―３６．１―４８．７―１：０１．７―１：１３．４―１：２４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．２
３ ・（１，１４）（４，１１，１５）（３，６，７，１２）（２，１０）９（８，１３）－５－１６ ４ ・（１，１４）１１（４，１５）６（３，７，１２）（２，９，１０）（８，５，１３）１６

勝馬の
紹 介

�
�
ユメノツヅキヲ �

�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．１．２１ 中山２着

２００４．５．１４生 牝３黒鹿 母 ユキノトップレディ 母母 シエイデイレーン ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 オフザレコード号・コスモヴァシュラン号・プラネタリーリング号・フラワーマキシマム号
（非抽選馬） １頭 エーシントゥルボー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０４２ ２月４日 晴 良 （１９東京１）第４日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

８１５� ニードルポイント 牡３鹿 ５６ 御神本訓史 �キャロットファーム 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５００－ ２１：２６．９ ４．３�
（大井）

３５ � フォーミュラーワン 牡３栗 ５６ 内田 博幸芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 宮内牧場 ４３２＋ ４１：２７．１１� １１．０�
（大井）

１１ 	 アグネスポライト 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Paul H. Busby &
Cynthia Busby ４９６－ １１：２７．５２� ４２．６�

３６ � ゴールデンシャイン 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４６４－１２ 〃 ハナ ３．０�
７１４	 ジャイアントラック 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠中村 浩章氏 領家 政蔵 米 Green

Gates Farm ５０４± ０１：２７．８１
 ３．１�
５９ �� シンデレラマン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �エクセルマネジメント坂口 正則 静内 桜井牧場 ４８６＋２４ 〃 アタマ ４１．５	
５１０� トミノドリーム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人富岡 喜平氏 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４５２－ ６１：２８．０１� ７７３．６

４７ � リキサンファイター 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �ハイパワー商事 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４５０－ ６１：２８．１
 ８．４�
２４ 	 マルターズクラシカ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Summer

Wind Farm ４６０＋ ２１：２８．９５ ４１．０�
２３ 	 シアトルタコマ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 米 Takashi

Watanabe ４７０＋ ４ 〃 クビ １８．４
７１３� キープザチェンジ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太泉 俊二氏 水野 貴広 門別 富川牧場 ４２８－ ６１：２９．１１� ７０９．２�
１２ �� ロックアスリート 牡３芦 ５６ 江田 照男小原 巖氏 笹倉 武久 新冠 大栄牧場 ４８８＋ ６１：２９．６３ ８６．７�
６１１

�
�
� ダンシングオウジ 牡３鹿

５６
５３ ▲黛 弘人森 保彦氏 小桧山 悟 門別 丹羽牧場 ４８４－ ８１：２９．８１� ５８３．６�

６１２�� モエレビリオネア 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹中村 和夫氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 ４９６－ ６１：３０．２２� ２７３．１�
８１６ キンセイミラージュ 牡３栗 ５６ 吉田 豊山田 裕仁氏 清水 英克 様似 山本 和彦 ４６０－ ４１：３０．３クビ ２７７．０�
４８ �� フジリバティー 牝３鹿

５４
５１ ▲的場 勇人�フジレーシング 的場 均 門別 小西ファーム ４４０＋１０１：３３．２大差 ５９３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，８７６，３００円 複勝： ４０，６７２，８００円 枠連： ３７，７４７，８００円

普通馬連： １５９，１０９，９００円 馬単： １３６，１６５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，４１２，３００円

３連複： １７０，５１３，４００円 ３連単： 発売なし 計： ６２０，４９７，８００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １８０円 � ２６０円 � ８６０円 枠 連（３－８） ４８０円

普通馬連 �� ２，０４０円 馬 単 �� ３，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ２，５２０円 �� ３，８１０円

３ 連 複 ��� ２３，５３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３８８７６３ 的中 � ７２４３７（３番人気）
複勝票数 計 ４０６７２８ 的中 � ７１９３８（３番人気）� ４３０８２（４番人気）� ９７４３（９番人気）
枠連票数 計 ３７７４７８ 的中 （３－８） ５８６８１（２番人気）
普通馬連票数 計１５９１０９９ 的中 �� ５７６８８（９番人気）
馬単票数 計１３６１６５３ 的中 �� ２７９９７（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７４１２３ 的中 �� １５８８４（７番人気）�� ３５５７（２４番人気）�� ２３２３（３３番人気）
３連複票数 計１７０５１３４ 的中 ��� ５３５０（５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．９―３６．１―４９．４―１：０２．４―１：１４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ニードルポイント �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００６．１０．８ 東京９着

２００４．４．８生 牡３鹿 母 ヒシシルバーメイド 母母 Hishi Amazon ４戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
〔騎手変更〕 トミノドリーム号の騎手高野和馬は，第４競走での落馬負傷のため千葉直人に変更。
〔発走状況〕 ダンシングオウジ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジリバティー号は，平成１９年３月４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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アルヴィス号・エイワムサシ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０４３ ２月４日 晴 良 （１９東京１）第４日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

７１４� メジロラルゴ 牝４青鹿５５ 武士沢友治メジロ商事� 保田 一隆 洞爺 メジロ牧場 ４３０＋１４１：３９．５ １３．１�

８１５ メイショウルイーズ 牝４栗 ５５ 柴山 雄一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５００＋ ４１：３９．７１� １７．６�
５１０� プレゼンスウーマン 牝４栗 ５５ 武 豊�ターフ・スポート池上 昌弘 門別 ヤナガワ牧場 ４８０＋１８１：３９．９１ ９．０�
３６ エビスハルカ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝加藤友三郎氏 佐々木亜良 浦河 恵比寿牧場 ５３６－ ２１：４０．１１� ２．７�
４７ � インザリピート 牝４鹿 ５５

５２ ▲黛 弘人遠藤 喜松氏 内藤 一雄 様似 清水スタッド ４５０＋ ４１：４０．３１� ２０５．６�
１１ ブローオブサンダー 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠吉田 勝己氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４８４＋１２ 〃 ハナ ７．９	
１２ � ラズベリータイム 牝４青鹿５５ 蛯名 正義サウスニア� 勢司 和浩 平取 坂東牧場 ４５０± ０１：４０．４クビ ３．１

６１１� コスモキャンディス 牝５鹿 ５５ 小野 次郎 �ビッグレッドファーム 根本 康広 新冠 石田牧場 ４５８＋ ８１：４０．６１� ２９．８�
６１２� ラ フ ィ ー ク 牝４鹿 ５５

５４ ☆津村 明秀�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４９０＋ ６１：４０．８１� ２９．８�
２４ �� コスモシュクレ 牝４黒鹿５５ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 佐々木亜良 新冠 ヒカル牧場 ４５６＋１０１：４１．０１� ３９６．９�
２３ ダンシングママ 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥小峰 清文氏 嶋田 潤 三石 パラダイス・

ファーム ４４６± ０１：４１．１クビ １２５．６
５９ � オーウイナー 牝４芦 ５５ 北村 宏司馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ４４４－１２１：４１．５２� １２３．６�
７１３	 トーアアストラエア 牝４鹿 ５５ 田中 勝春東亜駿馬� 中川 公成 豊浦トーア牧場 ４８６－ ９１：４１．６クビ １６０．７�
４８ � ビリーヴザミラクル 牝５栗 ５５ 御神本訓史 �キャロットファーム 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ８ 〃 クビ １５．８�

（大井）

８１６� マーベラスドリーム 牝４鹿 ５５ 内田 博幸笹原 貞生氏 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４６０－１０１：４１．８１� ３６．５�
（大井）

３５ 	 ウィニングガール 牝４栗 ５５ 吉田 豊時田 勝弘氏 中川 公成 様似 ホウセイ牧場 ５０４－ ２ 〃 クビ １１９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，２０７，５００円 複勝： ３９，２９６，５００円 枠連： ４２，５７３，８００円

普通馬連： １４０，５１７，０００円 馬単： １１３，４５５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，９９５，２００円

３連複： １６４，６２５，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５７２，６７０，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ３７０円 � ４３０円 � ３２０円 枠 連（７－８） ３，０８０円

普通馬連 �� ５，３００円 馬 単 �� １１，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６４０円 �� １，７６０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� １８，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３６２０７５ 的中 � ２１８１２（５番人気）
複勝票数 計 ３９２９６５ 的中 � ２８０４９（５番人気）� ２３４５６（７番人気）� ３３７０３（３番人気）
枠連票数 計 ４２５７３８ 的中 （７－８） １０２２６（１３番人気）
普通馬連票数 計１４０５１７０ 的中 �� １９６００（２１番人気）
馬単票数 計１１３４５５０ 的中 �� ７５４５（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５９９５２ 的中 �� ５４１０（２０番人気）�� ５０２７（２３番人気）�� ５３２２（２２番人気）
３連複票数 計１６４６２５８ 的中 ��� ６４９１（６１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３６．１―４８．６―１：０１．４―１：１４．０―１：２６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メジロラルゴ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００６．３．５ 中山３着

２００３．２．２６生 牝４青鹿 母 メジロゲーベル 母母 メ ジ ロ エ マ ６戦２勝 賞金 １４，９００，０００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。
（非当選馬） ３頭 イットーフレンチ号・クールダンサー号・ニューグランジ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０４４ ２月４日 晴 良 （１９東京１）第４日 第８競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

８１６ シ ン ゲ ン 牡４黒鹿５６ 安藤 勝己花木 照人氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８６＋１６２：２６．１ ４．６�

５９ � ダイイチアトム 牡６鹿 ５７ 武 豊吉田 千津氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６２：２６．７３� ２．２�
１１ ダンスオールナイト 牝４鹿 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４４６－ ４２：２６．９１	 ２７．７�
３６ ネヴァートルネード 牡５鹿 ５７ 武士沢友治�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４５８± ０２：２７．１１ ８．６�
７１４ ソニックルーラー 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義細谷 典幸氏 国枝 栄 静内 桜井牧場 B５１０＋１６ 〃 クビ ９３．３�
４７ � メジロレント 牝４鹿 ５４ 御神本訓史�メジロ牧場 菊川 正達 洞爺 メジロ牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ ７５．６	

（大井）

６１１
 エターナルスマイル 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ４９８± ０２：２７．３１	 １０６．１

８１５ トーセンジョーカー 牡４栗 ５６ 内田 博幸島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 ４６０＋ ４２：２７．４クビ １６．５�

（大井）

２３ リワードプレイン �５鹿 ５７ 後藤 浩輝宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社
リワード ４３４＋ ４ 〃 ハナ ５．７

６１２� メジロガンバス 牡５芦 ５７ 石橋 脩�メジロ牧場 柴田 政人 伊達 メジロ牧場 ５０２＋１４２：２７．５� ２４．０�
５１０� シェルクレール 牡５栗 ５７ 北村 宏司吉田 修氏 山田 要一 様似 出口 繁夫 ５１０－ ２ 〃 ハナ ４２２．２�
７１３� オイワケウコン 牡６鹿 ５７ 横山 典弘岡田 牧雄氏 柴崎 勇 三石 鳥井牧場 ４６２± ０２：２７．７１� ２３．０�
２４ �
 スズサンシャイン 牡８鹿 ５７ 村田 一誠小紫 芳夫氏 後藤 由之 三石 小河 豊水 ４６８＋ ４２：２７．９１� ３９．５�
１２ � サインオブゴッド 牡４栗 ５６ 木幡 初広木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４９０＋１８２：２８．１１	 ６０．５�
３５  ナチュラルウェーブ 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Tower

Bloodstock ４６０± ０２：２８．３� ３５．９�
４８ 
 リネンメイン 牡８鹿 ５７ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 門別 白井牧場 ５３６－ ２ 〃 ハナ ２１５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，９６２，２００円 複勝： ５２，９８７，２００円 枠連： ５０，８７５，１００円

普通馬連： １６８，０８１，１００円 馬単： １３７，８７３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，６５６，２００円

３連複： １９７，４４２，０００円 ３連単： 発売なし 計： ６９５，８７６，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � ５６０円 枠 連（５－８） ５７０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� ３，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ３，１６０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ８，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ４５９６２２ 的中 � ７９４５９（２番人気）
複勝票数 計 ５２９８７２ 的中 � ４４２１４（５番人気）� １４８５０７（１番人気）� １８２８９（８番人気）
枠連票数 計 ５０８７５１ 的中 （５－８） ６６８４５（２番人気）
普通馬連票数 計１６８０８１１ 的中 �� １０１１２７（３番人気）
馬単票数 計１３７８７３１ 的中 �� ３０４４０（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２６５６２ 的中 �� ２００８２（４番人気）�� ３１１１（３３番人気）�� １３２５１（７番人気）
３連複票数 計１９７４４２０ 的中 ��� １６９８０（２６番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１２．１―１２．５―１２．８―１２．８―１３．２―１２．１―１１．８―１１．７―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２３．６―３５．７―４８．２―１：０１．０―１：１３．８―１：２７．０―１：３９．１―１：５０．９―２：０２．６―２：１４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．２
１
３
１２，２，１６－（１，１４）５，６，４，１５（３，９）（７，１０）－１３（１１，８）・（１２，２）（１６，４）－１，１４（６，９）５（１５，１０）３，７（１１，１３）８

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

勝馬の
紹 介

シ ン ゲ ン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１２．１１ 中山１５着

２００３．２．２０生 牡４黒鹿 母 ニフティハート 母母 ニフティニース ４戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 シェルクレール号は，平成１９年３月４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 ウインアルディート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０４５ ２月４日 晴 良 （１９東京１）第４日 第９競走 ��
��１，４００�テ レ ビ 山 梨 杯

発走１４時２５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，１８．２．４以降１９．１．２８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

テレビ山梨賞（１着）
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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．１
１：１９．０

良

良

３５ � ダンスフォーウィン 牡４青鹿５６ 岩田 康誠杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４８８＋ ４１：２１．３ ２．５�

２４ � サクライナセ �６鹿 ５６ 安藤 勝己�さくらコマース的場 均 静内 八田ファーム ５１４＋ ４１：２１．９３� ５．６�
１２ � キラリダイヤモンド 牝５黒鹿５３ 内田 博幸 �社台レースホース秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４５８－ ２ 〃 クビ ４．０�

（大井）

１１ タケデンノキボー 牡６鹿 ５４ 横山 典弘武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ５０２＋ ６１：２２．１１� ８．９�
５９ 	 チアフルワールド 牡５栗 ５６ 小野 次郎藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Katherine

Elam ４９４－ ４１：２２．３１
 ２６．４�
３６ グロリアスアーチ 牝５黒鹿５１ 村田 一誠飯田 政子氏 尾形 充弘 静内 千代田牧場 ４６０－ ２１：２２．５１� １９．２	
７１３� レインボーロマンス 牝６鹿 ５３ 石神 深一 �賀張中川牧場 佐々木亜良 門別 賀張中川牧場 ４６２± ０１：２２．６クビ ３５．８

６１１ ダンシングオン 牡７鹿 ５６ 石橋 脩 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８０－ ８ 〃 アタマ ３２．７�
６１２	 イノセントワールド 牡６栗 ５３ 田中 勝春 �キャロットファーム 勢司 和浩 米

Jim & Martha Gladwell,
Louis Brooks Ranch,
White Fox Farm, et al

B５００＋２２ 〃 クビ ３２．５�
７１４ クラウニングワーク 牡５栗 ５３ 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４３８－ ２１：２２．７� ２９．５
５１０�� サクラブライアン 牡８鹿 ５５ 江田 照男�さくらコマース秋山 雅一 静内 谷岡牧場 ４６８± ０１：２２．９１� ７１．０�
２３ サージェナイト 牡８鹿 ５３ 津村 明秀柴原 壽光氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７６＋ ６ 〃 アタマ ３６０．１�
４７ 	 ビコージェネラル 牡４栗 ５３ 後藤 浩輝�レジェンド 萩原 清 米 Blue Cross

Bloodstock ４９６＋ ８１：２３．１１ ４５．４�
４８ � ユ ー ロ ペ 牝４青鹿５０ 田面木博公伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４３６＋ ６ 〃 ハナ ２３．８�
８１６� プロスパードン 牡５栗 ５４ 御神本訓史三枝 栄二氏 星野 忍 三石 中田 英樹 ４４０－ ２ 〃 アタマ ６１．１�

（大井）

８１５� カイシュウムサシ 牡６栗 ５３ 熊沢 重文飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 浦河 岡崎牧場 ４８０－１０１：２３．５２� ２５８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，０４６，６００円 複勝： ５５，４３８，５００円 枠連： ５９，４０７，１００円

普通馬連： ２３６，５１０，９００円 馬単： １５７，６２６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，３１９，２００円

３連複： １９７，１５８，４００円 ３連単： ４７６，００７，１００円 計： １，２８２，５１３，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（２－３） ５８０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ２５０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� ２，７９０円

票 数

単勝票数 計 ４４０４６６ 的中 � １４２０２１（１番人気）
複勝票数 計 ５５４３８５ 的中 � １５７０７９（１番人気）� ８２８６３（３番人気）� ９３３９４（２番人気）
枠連票数 計 ５９４０７１ 的中 （２－３） ７６２３８（２番人気）
普通馬連票数 計２３６５１０９ 的中 �� ２８５２１７（２番人気）
馬単票数 計１５７６２６０ 的中 �� １１７５２８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６３１９２ 的中 �� ５５７５１（２番人気）�� ５９１５２（１番人気）�� ３５９６０（３番人気）
３連複票数 計１９７１５８４ 的中 ��� １９２４２６（１番人気）
３連単票数 計４７６００７１ 的中 ��� １２６１３０（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．８―１２．０―１０．８―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３５．８―４７．８―５８．６―１：０９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．５―３F３３．５
３ ５（４，８）（２，７）１０（１，６，１５）（１３，１４）１６（９，１２）１１，３ ４ ５（４，８）（２，７，１５）（１，１０）６（１３，１４，１６）（９，１２）１１，３

勝馬の
紹 介

�ダンスフォーウィン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Housebuster デビュー ２００５．１０．２９ 東京２着

２００３．４．２７生 牡４青鹿 母 エムジーピッコロ 母母 Orseno １２戦３勝 賞金 ５４，４９０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 コアレスストーム号・コスモラヴアゲイン号・ゴールドヴェイン号・シンボリデビル号・ジーンハンター号・

スマートカイザー号・セイングレンド号・トウショウヴォイス号・バルバレスコ号・マイネルアルバ号・
モエレフィールド号・レフィナーダ号・ワイルドソニック号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０４６ ２月４日 晴 良 （１９東京１）第４日 第１０競走 ��
��２，１００�

きんてい

金蹄ステークス
発走１５時００分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，１８．２．４以降１９．１．２８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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

２４ オリンピアンナイト 牡４栗 ５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 白老ファーム ５０８± ０２：１０．８ ２．４�

５１０� アグネスネクタル 牡４黒鹿５５ 田中 勝春渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５１４± ０２：１１．１２ １４．０�
３５ �� スマートストリーム 牡６鹿 ５５ 岩田 康誠大川 徹氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４８８－ ４２：１１．２クビ ３５．１�
３６ � カオリノーブル 	８鹿 ５６ 田中 剛川畑 �司氏 萱野 浩二 青森 大須賀牧場 ５００± ０ 〃 アタマ １５．９�
７１３ ストラディヴァリオ 牡４芦 ５５ 安藤 勝己�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ５１６＋ ８２：１１．４１ ４．４�
８１６ ジ ュ レ ッ プ 牡６鹿 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４８２－ ８２：１１．７１
 １５．２	
６１１� シルクヒーロー 牡５鹿 ５６ 武士沢友治有限会社シルク西塚 安夫 新冠 ムラカミファーム ５４０± ０２：１２．０１
 ３６．９

４７ メジロオーエン 牡７青鹿５３ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５２６＋ ２ 〃 クビ １７９．１�
８１５ メガトレンド 牡５黒鹿５６ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ５１６－ ２２：１２．４２� ９．２
５９ ケージーダンシング 牡７鹿 ５６ 内田 博幸川井 五郎氏 鮫島 一歩 新冠 岩見牧場 ５１０－ ２ 〃 ハナ ２５．５�

（大井）

７１４ ガッサングリーン 牡５鹿 ５３ 村田 一誠西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 ４９８－ ８２：１２．５クビ １００．８�
２３ ウルフボーイ 牡５鹿 ５５ 蛯名 正義�グランド牧場 萱野 浩二 静内 グランド牧場 ４７８＋ ２２：１２．６
 ５０．２�
４８ ヴィオラポンポーサ 牡６鹿 ５２ 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 静内 グランド牧場 ４４８＋ ２２：１２．７� ２５８．７�
１１ � イアオニードル 牡６鹿 ５５ 熊沢 重文金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９８－ ６２：１３．４４ ３７．４�
６１２ ワキノエクセル 牡５青鹿５５ 後藤 浩輝脇山 良之氏 音無 秀孝 追分 追分ファーム ５１６－ ４２：１３．５クビ １０．５�
１２ � マイイージス 牡４鹿 ５４ 御神本訓史田中 昇氏 奥平 雅士 門別 前川ファーム ５６０＋ ２２：１４．５６ １８．３�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５９，８８１，７００円 複勝： ７８，８９２，６００円 枠連： ８９，７４４，７００円

普通馬連： ３７７，１５４，３００円 馬単： ２３１，４１５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ８１，６６１，７００円

３連複： ３１５，６２５，０００円 ３連単： ６７１，０４６，９００円 計： １，９０５，４２２，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ３２０円 � ５８０円 枠 連（２－５） ８４０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� １，４９０円 �� ４，４４０円

３ 連 複 ��� １６，３００円 ３ 連 単 ��� ５３，８８０円

票 数

単勝票数 計 ５９８８１７ 的中 � １９８５８５（１番人気）
複勝票数 計 ７８８９２６ 的中 � ２０８６１０（１番人気）� ５７０７２（５番人気）� ２７０６９（１０番人気）
枠連票数 計 ８９７４４７ 的中 （２－５） ７９１２９（３番人気）
普通馬連票数 計３７７１５４３ 的中 �� ２２８５２５（２番人気）
馬単票数 計２３１４１５６ 的中 �� ９４３７８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８１６６１７ 的中 �� ２８２２６（４番人気）�� １３４７６（１７番人気）�� ４３４７（５２番人気）
３連複票数 計３１５６２５０ 的中 ��� １４２９３（５１番人気）
３連単票数 計６７１０４６９ 的中 ��� ９１９３（１４４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．１―３０．３―４２．６―５４．７―１：０７．０―１：１９．５―１：３２．３―１：４５．１―１：５７．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オリンピアンナイト �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Isopach デビュー ２００６．７．１５ 函館１着

２００３．５．２１生 牡４栗 母 オリンピアデュカキス 母母 Jaana ５戦４勝 賞金 ４６，３２６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 サヨウナラ号・デイフラッシュ号・ナリタプレリュード号・マジックアワー号・マルブツリード号・ラバグルート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０４７ ２月４日 晴 良 （１９東京１）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第４１回共 同 通 信 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５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，馬齢重量，収得賞金２，０００万円以上
の馬１�増

共同通信社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４２，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，３００，０００円 ４，２００，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

３３ �� フサイチホウオー 牡３鹿 ５７ 安藤 勝己関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１６＋１０１：４７．７ １．４�

５５ � ダイレクトキャッチ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 上原 博之 追分 追分ファーム ４８８± ０ 〃 クビ ２６．３�
７７ 	 フライングアップル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. ５０６＋ ４１：４７．８
 ８．６�
１１ � ニュービギニング 牡３鹿 ５６ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４４４± ０１：４８．１１� ３．４�
４４

�
�
� インパーフェクト 牡３栗 ５６ 御神本訓史岡田 繁幸氏 河津 裕昭 青森 荒谷牧場 ４９６－ ２１：４８．５２
 １０１．３�

（川崎） （大井）

８９ � ノワールシチー 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 B４８０± ０１：４８．６クビ ２３５．８	
２２ � フ リ オ ー ソ 牡３栗 ５７ 内田 博幸ダーレー・ジャパン・

レーシング� 川島 正行 新冠 ハシモトフアーム ５０２－ ３１：４８．７
 １７．９

（船橋） （大井）

８８ � マイネルブリアー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 門別 田端牧場 ４９８± ０１：４８．９１ １８４．６�

６６ � ツカサラッキー 牡３栗 ５６ 熊沢 重文中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４３４± ０１：４９．０
 ３５７．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２４７，３５４，７００円 複勝： １２９，０９８，２００円 枠連： １２９，９０２，８００円

普通馬連： ６２９，９４９，２００円 馬単： ７４７，５０２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １３７，２０８，６００円

３連複： ４４９，２６５，２００円 ３連単： ２，５２２，２９５，７００円 計： ４，９９２，５７６，６００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � ２４０円 � １４０円 枠 連（３－５） １，１５０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� １６０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ９８０円 ３ 連 単 ��� ３，１１０円

票 数

単勝票数 計２４７３５４７ 的中 � １４２８４５６（１番人気）
複勝票数 計１２９０９８２ 的中 � ５６０６２０（１番人気）� ８２３３８（４番人気）� ２０３８７９（３番人気）
枠連票数 計１２９９０２８ 的中 （３－５） ８３５４０（４番人気）
普通馬連票数 計６２９９４９２ 的中 �� ３８３７４４（４番人気）
馬単票数 計７４７５０２２ 的中 �� ３７６５１６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３７２０８６ 的中 �� ９３０８４（４番人気）�� ２９９１０７（２番人気）�� ４７５８５（８番人気）
３連複票数 計４４９２６５２ 的中 ��� ３４１６６４（４番人気）
３連単票数 計２５２２２９５７ 的中 ��� ５９９０５６（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．５―３５．９―４７．６―１：００．１―１：１３．０―１：２４．７―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３４．７

３ ９，６，７，８，２（３，５）４，１
２
４

・（２，６，７）（３，５，８，９）（１，４）
９（６，７，８）（２，４，３）（１，５）

勝馬の
紹 介

�
�
フサイチホウオー 

�
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 ２００６．１０．８ 東京１着

２００４．２．１６生 牡３鹿 母 アドマイヤサンデー 母母 ムーンインディゴ ４戦４勝 賞金 １１４，２５３，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０４８ ２月４日 晴 良 （１９東京１）第４日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

１２ �� ツタンカーメン 牡７黒鹿５７ 武 豊杉岡 時治氏 伊藤 雄二 様似 �村 伸一 ５００± ０１：２５．３ ２．９�

２４ � コリントシチー 牡６栗 ５７ 小野 次郎 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新冠 中央牧場 ５１０－ ４ 〃 アタマ ４９．１�
５９ ウィストラム 牝５鹿 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８２－ ４ 〃 アタマ ５０．５�
３５ � チョウカイキセキ 牡５黒鹿５７ 横山 典弘�平田牧場 加藤 和宏 静内 タイヘイ牧場 ４８２－ ２１：２５．４クビ ５．３�
４７ � カイテキネオ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一国本 勇氏 中尾 秀正 門別 前川 義則 ４６０± ０１：２５．６１� ６．２�
７１３� セイウンマル 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆津村 明秀西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ２１．３�
１１ � タケデンイーグル 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥武市 弘氏 石栗 龍彦 浦河 安藤牧場 ４９４－ ４１：２５．９１	 １９８．１	
７１４ プロセッション 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４５０＋ ６１：２６．１１� ４．８

４８ � プライベートプラン 牡４鹿 ５７ 吉永 護 �ノースヒルズマネ

ジメント 小島 太 浦河 富田牧場 ５３０± ０ 〃 ハナ １１．２�
８１６ ケイビイスパイダー 牝８鹿 ５５ 木幡 初広菊池 昭雄氏 奥平 真治 新冠 競優牧場 ４５６－ ６１：２６．２� ５５６．０
５１０� ヒカルアルタイル 
６鹿 ５７ 後藤 浩輝高橋 光氏 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム B４６２± ０１：２６．４１ １２．１�
２３ タケショウヤマト 牡５黒鹿５７ 内田 博幸�ナイト商事 矢野 照正 様似 山口 幸雄 B４６８＋１２１：２６．５クビ ５０．１�

（大井）

３６ ウ セ ル 牡８鹿 ５７
５４ ▲水出 大介�萩本企画 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ５１８＋ ２ 〃 ハナ ３３１．９�

８１５� マリットチャージ 
７黒鹿５７ 石橋 脩 �社台レースホース中野 隆良 白老 白老ファーム ４６０＋ ２１：２６．６	 １３７．３�
６１１� シュトラウス 牡４黒鹿５７ 御神本訓史�瀬 真尚氏 武市 康男 早来 ノーザンファーム ４４８＋１２１：２７．２３� ２６．１�

（大井）

６１２� イッツソークール 牡４青鹿５７ 蛯名 正義林 邦良氏 小島 茂之 浦河 高野牧場 ４７０＋ ５１：２７．５２ ８１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６５，６０９，０００円 複勝： ７９，２０４，０００円 枠連： ８５，３３３，５００円

普通馬連： ３４８，８０９，５００円 馬単： ２２１，０４８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ７６，１１２，０００円

３連複： ２７５，１５７，３００円 ３連単： ６５０，１８６，４００円 計： １，８０１，４６０，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ９１０円 � ９９０円 枠 連（１－２） ２，８００円

普通馬連 �� ６，９２０円 馬 単 �� ８，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１１０円 �� ２，０８０円 �� １０，５５０円

３ 連 複 ��� ４１，８１０円 ３ 連 単 ��� ２０２，４７０円

票 数

単勝票数 計 ６５６０９０ 的中 � １８３７６９（１番人気）
複勝票数 計 ７９２０４０ 的中 � １９９７９６（１番人気）� １７９９８（９番人気）� １６５９３（１０番人気）
枠連票数 計 ８５３３３５ 的中 （１－２） ２２５２９（１２番人気）
普通馬連票数 計３４８８０９５ 的中 �� ３７２３１（２４番人気）
馬単票数 計２２１０４８４ 的中 �� １８２２８（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７６１１２０ 的中 �� ８９６５（２４番人気）�� ９０９１（２３番人気）�� １７４１（６５番人気）
３連複票数 計２７５１５７３ 的中 ��� ４８５８（１１２番人気）
３連単票数 計６５０１８６４ 的中 ��� ２３７０（５４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．４―４８．０―１：００．２―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ツタンカーメン �

�
父 タイキシャトル �

�
母父 Machiavellian

２０００．３．１３生 牡７黒鹿 母 ザ ナ ッ ク 母母 Once in My Life ２７戦４勝 賞金 ６９，０５０，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 イッツソークール号の調教師小島茂之は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 ガイヤール号・キャンディッド号・クリアエンデバー号・クレヨンルージュ号・サーチエネミー号・リッチスマイル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（１９東京１）第４日 ２月４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２６３，１４０，０００円
２１，０６０，０００円
９８０，０００円
１，６４０，０００円
２７，９８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，１８７，０００円
５，５３３，８００円
１，８２８，１００円

勝馬投票券売得金
６６４，６７９，５００円
６１２，５１８，６００円
６４４，１１０，１００円
２，５３０，０１２，８００円
２，１９９，０３０，２００円
５９４，１４７，７００円
２，３８６，６７１，４００円
４，３１９，５３６，１００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 １３，９５０，７０６，４００円

総入場人員 ４８，７７２名 （有料入場人員 ４７，５１９名）




