
０３０７３ ２月１７日 晴 良 （１９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００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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

４８ � テイクマイアイズ 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：２６．６ ２．８�

１２ � オリオンザドンペリ 牡３栗 ５６ 松岡 正海日浦 桂子氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４６６－ ８ 〃 クビ ２．９�
２４ � デザインシチー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 米

Pope McLean Jr.,
Marc McLean &
Randy Miles

B４１６± ０１：２７．５５ ４０．０�
３５ レオプリンス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�レオ 奥平 雅士 新冠 競優牧場 ４７４＋ ２１：２７．７１ １３．２�
８１６� ギルティストライク 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０± ０１：２８．１２� ７．５�
８１５ オーシャンルミナス 牝３鹿 ５４ 木幡 初広大野 數芳氏 平井 雄二 浦河 富田牧場 B４６２± ０１：２８．２� １１７．８	
７１４ キングロッチ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文高橋 文男氏 成島 英春 鵡川 エスティウィ

ンファーム ４７４－１０１：２８．３	 ７．０

１１ イガノガイセン 牡３黒鹿５６ 小野 次郎五十嵐政則氏 水野 貴広 三石 谷山 和喜 ４７０＋ ４１：２８．６１	 １９２．１�
３６ � コウヨウウェーブ 牡３芦 ５６ 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ４９４＋ ２１：２８．７クビ １９０．１�
６１２
 トミケントラスト 牡３鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀冨樫 賢二氏 坂本 勝美 三石 上村 清志 ５２４＋ ６１：２９．０１	 ９９．７
４７ シャーディーピノー 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿 �杵臼斉藤牧場 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ４８１．１�
５１０� シ オ カ ゼ 牡３芦 ５６ 大庭 和弥西垣 �三氏 高橋 義博 浦河 木戸口牧場 ４９２－ ４１：２９．１クビ ４２４．５�
７１３ コスモパッション 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 博康 �ビッグレッドファーム 谷原 義明 門別 菊地牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ １１．６�
５９ サ ム ラ イ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸新井原 博氏 中島 敏文 新冠 川上 悦夫 ４７６＋１０１：２９．２	 ２５．１�

（大井）

６１１ アウトローヒーロー 牡３栗 ５６ 小林 淳一ジョイ・レースホース� 土田 稔 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８＋ ２１：２９．９４ ３６８．８�

２３ � トウカイピンキー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 中島牧場 ４４０－１２１：３０．０	 １１１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０５９，３００円 複勝： ３０，３１６，３００円 枠連： ２６，９０８，８００円

普通馬連： ９２，０４３，５００円 馬単： ８７，８４２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，３５２，７００円

３連複： １２３，４４１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４０９，９６４，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � ５６０円 枠 連（１－４） ３４０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １，１４０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ３，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１０５９３ 的中 � ６１０９７（１番人気）
複勝票数 計 ３０３１６３ 的中 � ７７７４４（２番人気）� ８４８４３（１番人気）� ７７９８（８番人気）
枠連票数 計 ２６９０８８ 的中 （１－４） ５８４７８（１番人気）
普通馬連票数 計 ９２０４３５ 的中 �� １７９３７６（１番人気）
馬単票数 計 ８７８４２６ 的中 �� ７３６３３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８３５２７ 的中 �� ５３４７０（１番人気）�� ５１３３（１７番人気）�� ４０６７（１９番人気）
３連複票数 計１２３４４１６ 的中 ��� ２６８３２（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３６．１―４８．８―１：０１．１―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テイクマイアイズ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seattle Song デビュー ２００６．９．１０ 中山６着

２００４．５．６生 牝３黒鹿 母 フ ァ ス タ 母母 Aspern ６戦１勝 賞金 ９，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アジルメンテ号
（非抽選馬） ６頭 エアソワレ号・スガノグローリアス号・スルファー号・セイサムシング号・ユウターストライプ号・

リネンフィールド号
※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。



０３０７４ ２月１７日 晴 良 （１９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３０分 （ダート・左）

若手騎手，未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 ３，５００，０００
３，５００，０００

円
円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

４８ ブラックジュニア 牡３鹿 ５６
５３ ▲的場 勇人林 義彦氏 秋山 雅一 浦河 辻 牧場 B５１６－ ６２：１６．９ ７．７�

７１３� ア キ レ ス 牡３栗 ５６
５５ ☆吉田 隼人神林 幸一氏 小西 一男 静内 松田 三千雄 ４８６－ ４ 〃 同着 ３．２�

６１２� ヘルバースト 牡３芦 ５６
５５ ☆塚田 祥雄田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５１０＋１４２：１７．４３ １１．０�

４７ � アイサダドラゴン 牡３栗 ５６
５５ ☆津村 明秀平野 岩夫氏 中野 隆良 新冠 森田 芳男 ５１２－ ４ 〃 ハナ １９．９�

５９ � マイセンシチー 牡３鹿 ５６ 平沢 健治 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 青森 佐々木 正 ４３４＋ ４２：１７．７２ １６４．８�
３６ �� コスモライゼン 牝３栗

５４
５１ ▲千葉 直人 �ビッグレッドファーム 加賀 武見 門別 千葉飯田牧場 ４６２＋１４２：１７．８クビ ２３１．９	

５１０� トップオブボス 牡３栗 ５６ 田辺 裕信横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ４９０± ０ 〃 クビ ５０．９

１２ � ナンヨーノース 牡３鹿 ５６ 五十嵐雄祐中村 �也氏 武藤 善則 浦河 三好牧場 ４９４－ ２２：１８．０１� ９．９�
８１５� シルクプログレス 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 浦河 笠松牧場 B４５０－ ２２：１８．１クビ ２．８�
２３ デ フ ネ 牡３芦 ５６ 大庭 和弥 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ５０４－ ８ 〃 クビ １０１．９
３５ � トゥルーアイズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 博康�ターフ・スポート高橋 祥泰 三石 土田農場 ５３４＋ ６２：１８．２� １０．３�
８１６� ヒシエンデバー 牡３鹿 ５６ 加藤士津八阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット B４５４－ ４２：１８．４１� ４７．６�
２４ � スガノロイヤル 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿菅原光太郎氏 笹倉 武久 三石 田上 稔 ４３４－ ４２：２０．７大差 ２８５．３�
６１１� レガシーオブジーン 牡３鹿 ５６

５３ ▲小島 太一中村 祐子氏 土田 稔 三石 畑端牧場 ４９２＋ ２２：２０．９１� ３４１．４�
１１ シルクグラディウス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人有限会社シルク奥平 雅士 早来 吉田牧場 ５００＋１４２：２１．３２� ９７．８�
７１４ マイネルアーバニタ 牡３栗 ５６ 石神 深一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４４６± ０ （競走中止） ２３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７１６，０００円 複勝： ２２，４３６，５００円 枠連： ２８，５８２，６００円

普通馬連： ７８，７６０，９００円 馬単： ７５，１９８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５７８，７００円

３連複： １０９，４３０，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３５５，７０３，７００円

払 戻 金

単 勝 �
�

３４０円
１８０円 複 勝 �

�
２２０円
１４０円 � ３００円 枠 連（４－７） ６４０円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 ��
��

１，６６０円
１，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 ��

��
１，３１０円
５９０円

３ 連 複 ��� ３，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８７１６０ 的中 � １９２１９（３番人気）� ４７１１１（２番人気）
複勝票数 計 ２２４３６５ 的中 � ２５５２８（３番人気）� ５６４９３（１番人気）� １５６８８（６番人気）
枠連票数 計 ２８５８２６ 的中 （４－７） ３３３９０（２番人気）
普通馬連票数 計 ７８７６０９ 的中 �� ４５５０６（４番人気）
馬単票数 計 ７５１９８１ 的中 �� １６４９０（１３番人気）�� ２７４９７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５７８７ 的中 �� １３１７０（２番人気）�� ３９９１（１８番人気）�� ９６０１（６番人気）
３連複票数 計１０９４３０９ 的中 ��� ２２５１４（１０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．２―３０．１―４２．７―５５．７―１：０９．７―１：２４．１―１：３７．９―１：５０．５―２：０３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．８―３F３９．０
１
３
８－１，２－（９，１５）－（３，７）６（４，１０，１３）１２（５，１１）＝１６
８－（１，２）（９，１５，７）（６，１３，１１）（３，１０，１２）５－４，１６

２
４

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

勝馬の
紹 介

ブラックジュニア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Rahy デビュー ２００６．１１．５ 東京１２着

２００４．４．６生 牡３鹿 母 エンキャンタドゥ 母母 Floramera ５戦１勝 賞金 ４，２５０，０００円
�ア キ レ ス �

�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１２．１０ 中山５着

２００４．３．１２生 牡３栗 母 ジュエリーバード 母母 イ チ ノ ト リ ４戦１勝 賞金 ６，２００，０００円
〔騎手変更〕 レガシーオブジーン号の騎手水出大介は，病気のため小島太一に変更。
〔発走状況〕 ヒシエンデバー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 マイネルアーバニタ号は，発走直後につまずき，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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイネルモデルノ号
（非抽選馬） １頭 アントレウエルス号



０３０７５ ２月１７日 晴 良 （１９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

４７ � ポケットビスケット 牝３栗 ５４ 吉田 豊�前川企画 奥平 雅士 門別 ヤナガワ牧場 ４６６ ―１：４１．０ ２０．０�

２４ シ ー ソ ン グ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 金成吉田牧場 ４３４ ―１：４１．１� １４．２�
（大井）

５１０ ビューティブロンド 牝３栗 ５４ 横山 典弘飯田 政子氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４１６ ―１：４１．４２ ６．８�
５９ �� メジロシェダー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義メジロ商事� 伊藤 圭三 早来 ノーザンファーム ５０６ ―１：４１．８２� ２．１�
８１５ ホクセツカントリー 牡３栗 ５６

５３ ▲的場 勇人平島 尚武氏 根本 康広 静内 八田ファーム ４９０ ― 〃 クビ ３４６．５�
１１ ショウナンワイズ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文国本 哲秀氏 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４７０ ―１：４１．９クビ １３．８	
６１２ ノボウジーニョ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎�LS.M 阿部 新生 浦河 高昭牧場 ４９２ ―１：４２．１１	 ３３．３

６１１ グレースオードリー 牝３鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人中村 昭博氏 堀井 雅広 静内 飛野牧場 ５００ ―１：４２．２クビ ７．１�
２３ エーブダンシング 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 B４８４ ―１：４２．３
 ８３．４�

３６ イットマストビー 牡３鹿 ５６
５５ ☆塚田 祥雄�グランド牧場 上原 博之 静内 グランド牧場 ４７８ ―１：４２．４� ２９０．４

１２ � エクセレントプラン 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 高橋 義博 静内 岡田スタツド ４１０ ―１：４２．６１	 ２５０．７�
７１４� チノハテマデモ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広北所 直人氏 佐藤 全弘 静内 見上牧場 ４８４ ―１：４２．７� １７８．９�
８１６ コールトゥアーミー 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大西森 鶴氏 佐藤 全弘 門別 碧雲牧場 ４１６ ―１：４２．８クビ ２７６．５�
７１３ マイダーリング 牝３鹿 ５４ 松岡 正海堀越 毅一氏 相沢 郁 千葉（有）下河辺トレー

ニングセンター ４８０ ― 〃 アタマ １５．５�
３５ スプリングカラー 牝３鹿 ５４ 石橋 脩加藤 春夫氏 上原 博之 浦河 川越牧場 ４２２ ― 〃 ハナ ７９．４�
４８ � アクティーフォース 牡３青鹿５６ 安藤 勝己櫻井 正氏 加藤 征弘 米 T. Sakurai ４７４ ―１：４２．９
 ６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７８７，３００円 複勝： ２３，５６２，６００円 枠連： ２８，６８３，７００円

普通馬連： ７３，１２６，７００円 馬単： ７３，３３９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４５３，９００円

３連複： １００，０９９，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３４０，０５３，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２，０００円 複 勝 � ５００円 � ３４０円 � ２２０円 枠 連（２－４） ２，６３０円

普通馬連 �� ８，３３０円 馬 単 �� １９，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２６０円 �� １，５６０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� １１，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９７８７３ 的中 � ７８０５（８番人気）
複勝票数 計 ２３５６２６ 的中 � １１０１２（８番人気）� １７６３８（５番人気）� ３２９３９（２番人気）
枠連票数 計 ２８６８３７ 的中 （２－４） ８０５９（８番人気）
普通馬連票数 計 ７３１２６７ 的中 �� ６４８１（２８番人気）
馬単票数 計 ７３３３９９ 的中 �� ２８３０（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４５３９ 的中 �� ２２８６（２８番人気）�� ３３５２（２２番人気）�� ６４２７（９番人気）
３連複票数 計１０００９９５ 的中 ��� ６５０７（３７番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ポケットビスケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

２００４．４．５生 牝３栗 母 ド ー テ 母母 Whispered Secret １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アリマラムセス号・キングガイア号・シルクオスカー号・ダイワスワット号・ダイワマドンナ号・

デュアルボーイ号・フリスビーカフェ号・フリートアドミラル号・ホットビスティー号・ヨシアイビーム号
※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。



０３０７６ ２月１７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１９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

５８ 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 ４６６－ ４３：２０．８ １．８�

１１ �� ユキノアメージング 牡８黒鹿６０ 五十嵐雄祐井上 基之氏 増沢 末夫 静内 服部 和則 ５１４－ ８３：２０．９� １２．４�
３３ � ラガールージュ 牡５鹿 ６０ 林 満明奥村 啓二氏 田所 清広 三石 山際牧場 ４８０± ０３：２２．８大差 ４２．９�
３４ �� メイショウシンゲツ 牡５青鹿６０ 嘉堂 信雄松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 ５００－ ２３：２３．０１	 １２．８�
２２ � グローリージョン 牡６黒鹿６０ 蓑島 靖典醍醐ホース� 星野 忍 三石 レースホース ４６２－ ４３：２３．７４ ３．７�
４６ ワイズタイクーン 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５１４± ０３：２４．１２	 ２１．１�
４５ メイスンボーイ 
７栗 ６０ 柴田 大知梅村 浩氏 岩戸 孝樹 様似 様似共栄牧場 ５１６＋ ２３：２４．９５ ２９．０	
８１４�� テーオードラゴン 牡５鹿 ６０ 白坂 聡小笹 公也氏 鹿戸 幸治 新冠 風間 洋 ４９８＋ ６３：２５．８５ ２３７．３

８１３� メジログリーン 牡８鹿 ６０ 大庭 和弥�メジロ牧場 奥平 真治 伊達 メジロ牧場 ４８０± ０３：２７．２９ ９．３�
６１０�� モルフェワルツ 牝４鹿 ５７ 矢原 洋一並河賢一郎氏 清水 英克 静内 坂本 智広 ４４８－ ４３：２７．８３	 ３６０．２
７１２� ブラッドシフト 牝５鹿 ５８ 山本 康志松本 俊廣氏 西塚 安夫 静内 西川富岡牧場 ４４４＋ ２３：３０．９大差 １３９．０�
７１１ トップオブマーチ 牡５栃栗６０ 白浜 雄造棚網るみ子氏 嶋田 潤 門別 サンバマウン

テンファーム ４７２－ ２３：３１．１１ ３２．７�
６９ ミヤコミラクル 牡４鹿 ５９ 仲田 雅興吉田喜代司氏 南田美知雄 青森 明成牧場 ４９６＋２２３：３６．９大差 ２５８．１�
５７ � タケノフェロー 牡４栗 ５９

５７ ▲千葉 直人武岡 雅子氏 成島 英春 静内 武岡牧場 ４５８－ ２４：３５．４大差 １６２．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，６０３，８００円 複勝： １７，０５３，６００円 枠連： ２７，８９１，５００円

普通馬連： ７１，７４５，６００円 馬単： ８０，９２３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１２５，５００円

３連複： １０９，３１９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３４５，６６２，５００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ２６０円 � ５９０円 枠 連（１－５） ８９０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ９７０円 �� ２，１１０円

３ 連 複 ��� ５，６２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８６０３８ 的中 � ８２６７０（１番人気）
複勝票数 計 １７０５３６ 的中 � ６１６５２（１番人気）� １４０５７（４番人気）� ４８４９（９番人気）
枠連票数 計 ２７８９１５ 的中 （１－５） ２３２３２（４番人気）
普通馬連票数 計 ７１７４５６ 的中 �� ６７１３５（２番人気）
馬単票数 計 ８０９２３１ 的中 �� ４７３３７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１２５５ 的中 �� １１５３１（３番人気）�� ５０４８（１３番人気）�� ２２０８（２２番人気）
３連複票数 計１０９３１９４ 的中 ��� １４３７２（２０番人気）

上り １マイル １：４６．５ ４F ５２．８－３F ３９．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オンワードヒリュウ �
�
父 ア ラ ジ �

�
母父 カ ネ ミ ノ ブ デビュー ２００２．１０．６ 中山６着

２０００．４．２６生 牡７栗 母 オンワードオーク 母母 オンワードニレ 障害：４戦１勝 賞金 １５，３００，０００円
〔制裁〕 トップオブマーチ号の騎手白浜雄造は，騎乗予定の確認を怠り，調整ルームへの入室が遅れたことについて過怠金

５０，０００円。
タケノフェロー号の騎手千葉直人は，２周目４コーナーでの御法（内側に逃避された）について過怠金３０，０００円。

〔その他〕 タケノフェロー号は，２周目４コーナーで内側に逃避したことについて調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２２頭 カズノダンシング号・グランドシャワー号・コスモグラッチェ号・コスモラバンジン号・シャコーバニラ号・

ゼウス号・テイエムマーチ号・トウカイチャレンジ号・トウカイマジック号・ネヴァファンタジー号・
ノーモアウオー号・パシスタ号・ハッスルガール号・ビーマイプリンス号・ブルーノーザー号・
ブレイブストーリー号・フレンドリーステラ号・マイネルマキシマム号・マチカネリュウセイ号・ミヤギカントリー号・
メモリーオブヨーク号・リネンメイン号



０３０７７ ２月１７日 晴 良 （１９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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

１２ ウエイクアイランド 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：５０．０ ２．９�

８１５ トーセントゥルー 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆吉田 隼人島川 �哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ２．４�

８１６� ルリーバニヤン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝津村 靖志氏 田村 康仁 新冠 松浦牧場 ４６０－１４１：５０．４２� １６．８�
７１４� ショウナンラヴァー 牡３青鹿５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２－ ４ 〃 アタマ １２．３�
１１ � ゲイルスパーキー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４８２－１２１：５０．５クビ ４．５	
２３ � グリントインダンス 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 相沢 郁 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８－ ２１：５０．９２� ２８．６

４８ � アーバンスイーツ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸臼田 浩義氏 清水 利章 新冠 村田牧場 ４７６－ ２１：５１．０� ２２．１�

（大井）

３５ コパドムンド 牡３栗 ５６ 柴山 雄一吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２１：５１．１クビ ９９．０�
５１０ ワールドグランプリ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆塚田 祥雄�大樹ファーム 岩戸 孝樹 静内 千代田牧場 ４８８－ ４１：５１．３１� １６５．３
６１２� グラスゾーン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 博康半沢� 尾形 充弘 門別 碧雲牧場 ４０８－ ２１：５１．６２ ６６．０�
６１１� ケイヨーサンサン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹三浦 一泰氏 沢 峰次 新冠 グリー牧場 ４８８＋ ２１：５１．８１� １２０．０�
７１３ スミノチェンタウロ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義長井 純一氏 清水 美波 門別 インターナシヨナル牧場 ４４４± ０１：５２．２２� １３０．１�
４７ サ ン タ ッ プ �３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥加藤 信之氏 内藤 一雄 静内 野坂牧場 ４２８－ ２１：５２．３� ４９８．５�
５９ � トゥルーオトメ 牝３黒鹿５４ 穂苅 寿彦神山 幸男氏 和田 正道 新冠 新冠橋本牧場 ４９６－ ８ 〃 アタマ ３５０．１�
２４ イッキイチユウ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥内藤 好江氏 鈴木 勝美 静内 藤本牧場 ４２８－１０１：５３．１５ １２２．７�

（１５頭）
３６ トミサトプリンス 牡３栗 ５６ 木幡 初広 �ダイヤモンドファーム 二ノ宮敬宇 浦河 市川牧場 ４５８＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２７，８９８，２００円 複勝： ３７，８２１，９００円 枠連： ４２，０６１，５００円

普通馬連： １２９，５６６，５００円 馬単： １１７，２４５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，４０３，４００円

３連複： １４６，３３９，０００円 ３連単： 発売なし 計： ５３２，３３５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ２７０円 枠 連（１－８） １８０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ８２０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２７８９８２（返還計 ４４８） 的中 � ７６０１９（２番人気）
複勝票数 差引計 ３７８２１９（返還計 ６８１） 的中 � ７３３７５（２番人気）� １４１６７４（１番人気）� ２１５５６（５番人気）
枠連票数 差引計 ４２０６１５（返還計 １０７） 的中 （１－８） １８１５６１（１番人気）
普通馬連票数 差引計１２９５６６５（返還計 ４５６９） 的中 �� ２４３３８２（１番人気）
馬単票数 差引計１１７２４５４（返還計 ４３３８） 的中 �� １０２１３８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３１４０３４（返還計 ２０２１） 的中 �� ４３０６９（１番人気）�� ８１７６（１１番人気）�� １５９６８（５番人気）
３連複票数 差引計１４６３３９０（返還計 １２５６０） 的中 ��� ７３７６６（３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．４―１３．３―１３．０―１２．６―１１．３―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３６．８―５０．１―１：０３．１―１：１５．７―１：２７．０―１：３８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．３

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

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

勝馬の
紹 介

ウエイクアイランド �
�
父 ムタファーウエク �

�
母父 Lammtarra デビュー ２００７．１．２７ 東京５着

２００４．４．２２生 牡３鹿 母 アグネスヴァーチ 母母 ブ ル テ ィ ナ ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔競走除外〕 トミサトプリンス号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻５分遅延。
※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） ２頭 インスパイアクロス号・ドンラミロ号
（非抽選馬） １頭 ロイヤルメルヘン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０７８ ２月１７日 晴 良 （１９東京１）第７日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

５１０�� アブソリュート 牡３黒鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６０－ ８１：４９．７ ２．３�

２３ トウカイファイン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝内村 正則氏 後藤 由之 浦河 日田牧場 ４６８＋ ２１：４９．９１� １５．８�
３６ 	 サラトガティプトン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米 Grade I

Bloodstock ４６０± ０１：５０．０� ５．９�
６１２� キッズヴェローチェ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹瀬谷 �雄氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４６４± ０１：５０．２１
 ６．３�
２４ � タカラタロウ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二村山 義男氏 田村 康仁 鵡川 清水ファーム ４６２＋ ２ 〃 ハナ ３３．３�
４８ � アサティスボーイ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー

ファーム ４２４－１３１：５０．４１
 １２２．７�
１２ ベルモントルパン 牡３鹿 ５６ 穂苅 寿彦 	ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４６８－ ２ 〃 クビ ２３３．８

８１６ サニーケーティング 牡３鹿 ５６ 松岡 正海宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４７８＋ １１：５０．５クビ ７６．０�
７１４ シャイニンワールド 牡３黒鹿５６ 四位 洋文市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８４－ ６１：５０．６� ８．１�
７１３�� サンエンタティナー ３青鹿 ５６

５５ ☆塚田 祥雄加藤 信之氏 岩戸 孝樹 浦河 安藤牧場 ４４４－ ２ 〃 アタマ ４１．２
３５ 	 ナイキアプロード 牡３黒鹿５６ 横山 典弘小野 誠治氏 古賀 史生 米

Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

４９０－ ４１：５０．７� ５．８�
１１ タニノウィンザー 牡３栗 ５６

５５ ☆吉田 隼人谷水 雄三氏 池上 昌弘 静内 カントリー牧場 ４６２＋ ６１：５０．８� ５３．２�
５９ � ジャックレイホウ 牡３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人�千早クラブ 伊藤 正徳 門別 古川 優 ４９０＋ ２１：５１．０１
 ７５．３�
６１１� マスターカフェ 牡３鹿 ５６

５３ ▲小島 太一西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４８６－ ６ 〃 クビ ７１．９�
４７ � キ パ ル ラ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �フロンテイア・キリー 内田 勝義 新冠 中村農場 ５２４＋ ５１：５２．０６ １２０．０�

（川崎） （大井）

８１５� エフテーパンサー 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 斉藤 正男 ４３２＋ ２１：５３．５９ ７２６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，１６３，９００円 複勝： ３５，３４８，９００円 枠連： ３６，６０８，８００円

普通馬連： １１３，７２１，３００円 馬単： １０３，６８６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１８２，４００円

３連複： １４０，５４５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４９０，２５７，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ３１０円 � ２００円 枠 連（２－５） １，３１０円

普通馬連 �� １，７４０円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ３８０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ３，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０１６３９ 的中 � １０５０８０（１番人気）
複勝票数 計 ３５３４８９ 的中 � ９３３７７（１番人気）� ２２９７１（６番人気）� ４５５９９（３番人気）
枠連票数 計 ３６６０８８ 的中 （２－５） ２０７５１（６番人気）
普通馬連票数 計１１３７２１３ 的中 �� ４８４１８（９番人気）
馬単票数 計１０３６８６５ 的中 �� ３２８８３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１８２４ 的中 �� １０８１４（９番人気）�� ２１５９０（２番人気）�� ６３５７（１３番人気）
３連複票数 計１４０５４５３ 的中 ��� ２８９６８（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．１―３７．３―４９．８―１：０２．４―１：１５．３―１：２６．６―１：３７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．４

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

勝馬の
紹 介

�
�
アブソリュート �

�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１．２７ 東京１着

２００４．３．７生 牡３黒鹿 母 プライムステージ 母母 ダイナアクトレス ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００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。



０３０７９ ２月１７日 曇 良 （１９東京１）第７日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

５１０ リキアイチャンプ 牡５鹿 ５７ 江田 照男高山 幸雄氏 菅原 泰夫 静内 岡田牧場 ４９８＋ ４１：２５．８ ３．８�

７１３� スカーリイベイビー 牝５鹿 ５５ 穂苅 寿彦櫻井 正氏 和田 正道 米 Sez Who Thor-
oughbreds ４５４＋ ３ 〃 アタマ ６３．９�

４７ �	 カウントオンミー 牝４黒鹿５５ 秋山真一郎木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６０－ ９１：２５．９
 ２２．１�
２３ � ビートザディーラー 牡４青鹿５７ 安藤 勝己 �グリーンファーム 加藤 征弘 米 Patricia

Youngman ４５０＋ ２１：２６．１
 ５．７�
３６ バ リ オ ン 牡４鹿 ５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４５８＋ ６１：２６．４１
 ２．８�
８１６ ウイニングヒット 牡４鹿 ５７ 北村 宏司芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 浦河 日向牧場 ４６４＋１４ 〃 ハナ ６．０�
４８ � ボストンキコウシ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春ボストンホース� 沢 峰次 米 David E.

Hager, II ４９４＋ ２１：２７．０３� １５．１	
２４ � サクラマテンロウ 牡４黒鹿５７ 内田 博幸�さくらコマース小島 太 静内 伊藤 敏明 ４８４＋１４１：２７．１� ３０．４


（大井）

６１２� ホクセツコマチ 牝５鹿 ５５
５２ ▲的場 勇人平島 尚武氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ４４６＋ ２１：２７．３１� ４４３．７�

１２ � シャンドラヴェリテ ６鹿 ５７ 小野 次郎真野 晃治氏 石毛 善彦 米 E & D En-
terprises ５３６＋１０ 〃 アタマ ５１．２�

３５ �	 セイザンコズウェイ 牡５鹿 ５７ 中舘 英二西山 知義氏 中竹 和也 愛 King Bloodstock
and Samac Ltd ５１０－ ６ 〃 クビ １５．１

６１１�	 ワイルドオーキッド 牝４鹿 ５５ 石橋 脩 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 岩戸 孝樹 浦河 昭和牧場 ４５８－１７１：２７．６２ ２２１．９�

１１ ベルモントソナタ 牝４鹿 ５５
５４ ☆大野 拓弥 �ベルモントファーム 菊川 正達 新冠 ベルモント

ファーム ４１８－ ８１：２８．３４ １０３．３�
７１４�	 マルブツクロフネ ４芦 ５７ 小林 淳一大澤 毅氏 中島 敏文 三石 タガミファーム B４４２＋ ２１：２８．４� ５０．７�
８１５ ブラックバッカラ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海服部 英男氏 谷原 義明 静内 服部 牧場 ５０６－１０１：２８．８２� ９５．４�
５９ �	 ヨシインクレデブル 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹田辺 喜彦氏 石毛 善彦 米

Ballycapple &
Highland
Farms LLC

５２８＋１８１：２８．９
 １４１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，６４１，６００円 複勝： ３８，１５６，３００円 枠連： ３７，２３１，０００円

普通馬連： １３１，４１６，０００円 馬単： １１０，４９６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，１２６，８００円

３連複： １６０，６０８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５４０，６７６，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � １，６６０円 � ６２０円 枠 連（５－７） ４，１９０円

普通馬連 �� １０，２１０円 馬 単 �� １５，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９１０円 �� １，１７０円 �� ９，２８０円

３ 連 複 ��� ４４，８５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７６４１６ 的中 � ５７６６７（２番人気）
複勝票数 計 ３８１５６３ 的中 � ８１７１２（２番人気）� ４７６３（１１番人気）� １４０６９（７番人気）
枠連票数 計 ３７２３１０ 的中 （５－７） ６５７３（１４番人気）
普通馬連票数 計１３１４１６０ 的中 �� ９５０５（２９番人気）
馬単票数 計１１０４９６０ 的中 �� ５３３４（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５１２６８ 的中 �� ２９５１（２９番人気）�� ７６６１（１２番人気）�� ９０８（６２番人気）
３連複票数 計１６０６０８５ 的中 ��� ２６４３（１０４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．０―３６．４―４８．９―１：００．８―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リキアイチャンプ �
�
父 スキャターザゴールド �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００４．８．１５ 札幌１６着

２００２．３．１２生 牡５鹿 母 ノ ク タ ー ン 母母 ノーノーネヴアー １９戦３勝 賞金 ３４，２００，０００円
〔制裁〕 ボストンキコウシ号の騎手田中勝春は，３コーナーで外側に斜行し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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スティリスタ号
（非抽選馬） １頭 ワンダーリッジ号
※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。



０３０８０ ２月１７日 曇 良 （１９東京１）第７日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

７１３� トーセンマンボ 牡４鹿 ５７ 小野 次郎島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５２８＋ ６１：３９．３ ５．１�

３６ グリンガレット 牡５鹿 ５７
５４ ▲田中 博康�ターフ・スポート相沢 郁 静内 聖心台牧場 ４８２＋１４ 〃 ハナ １７．９�

４８ � サンデーコバン 牡５青鹿５７ 吉田 豊長谷川兼美氏 小島 茂之 門別 野木山 博 ５００± ０１：３９．４� １．６�
４７ � ニュースブレイク 牡５黒鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース柴崎 勇 追分 追分ファーム ４６２＋ ４ 〃 クビ ７．６�
５１０�� リトルプリンス 牡７栗 ５７ 蛯名 正義�ダイリン 佐々木亜良 静内 今 牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ ２０．２	
６１１� ベルモントディガー 牡５鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント
ファーム ５０６＋１２１：３９．５クビ ２７１．７


８１６ ストームシャドウ 牡４鹿 ５７ 四位 洋文 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ５０６－１２１：３９．６� ９６．４�
１２ スターラビット 牡４鹿 ５７ 内田 博幸喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４９０＋ ４１：３９．８１� ６５．９�

（大井）

６１２ エバンジェリスト 牡４鹿 ５７
５６ ☆吉田 隼人吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２ 〃 ハナ １４．８

１１ 	 フジヤマホーク 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己藤本 龍也氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２＋ ８１：４０．２２� ３６．１�
８１５	 ワキノムテキ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海脇山 良之氏 萩原 清 白老 白老ファーム ５２４＋２２１：４０．４１ ３１．８�
５９ キングバッハ 牡５鹿 ５７

５４ ▲黛 弘人小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４７６－ ６１：４０．６１� ３２６．６�
２３ � ミツバシーケンス 牡４鹿 ５７

５４ ▲的場 勇人尾野 敬次氏 根本 康広 平取 池田牧場 ４９０－１４１：４０．９２ １３６．３�
２４ � ツリーオブライフ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース坂本 勝美 千歳 社台ファーム ５３２－１０１：４１．３２� １３４．７�
３５ � スキャターザアップ 牝５黒鹿５５ 二本柳 壮�グランド牧場 二本柳俊一 静内 グランド牧場 ５０２－ ５１：４１．５１� ４５８．１�
７１４� ドリームパラソル 牝４鹿 ５５ 田中 勝春飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４３０－ ４１：４３．７大差 １０４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，０９８，７００円 複勝： ３８，２５４，４００円 枠連： ４３，７６６，２００円

普通馬連： １４３，６８０，３００円 馬単： １４８，２５８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，１９５，４００円

３連複： １８５，９４９，５００円 ３連単： 発売なし 計： ６３５，２０２，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １６０円 � ３６０円 � １１０円 枠 連（３－７） ６，５２０円

普通馬連 �� ６，４９０円 馬 単 �� １１，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３５０円 �� ２２０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３６０９８７ 的中 � ５５７７８（２番人気）
複勝票数 計 ３８２５４４ 的中 � ５５５６２（２番人気）� １５７２９（７番人気）� １５６５２０（１番人気）
枠連票数 計 ４３７６６２ 的中 （３－７） ４９６１（１６番人気）
普通馬連票数 計１４３６８０３ 的中 �� １６３４３（１７番人気）
馬単票数 計１４８２５８１ 的中 �� ９３８０（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９１９５４ 的中 �� ６０７０（１４番人気）�� ５５７２９（１番人気）�� １６９７２（５番人気）
３連複票数 計１８５９４９５ 的中 ��� ５３５２３（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．１―４８．９―１：０１．５―１：１３．８―１：２６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トーセンマンボ �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Zabeel

２００３．５．１３生 牡４鹿 母 フサイチフェスタ 母母 Late For Breakfast ６戦１勝 賞金 １１，０００，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ベルモントディガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ストームシャドウ号の騎手四位洋文は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。
〔調教再審査〕 ベルモントディガー号は，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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 グロスターチャーム号・ハバネロキャット号・マイネルガルニエ号
※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。



０３０８１ ２月１７日 曇 良 （１９東京１）第７日 第９競走 ��
��１，４００�

た ち か わ

立 川 特 別
発走１４時３０分 （ダート・左）
４歳以上，１，０００万円以下，１８．２．１８以降１９．２．１１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

７１４� セイウンマル 牡４黒鹿５５ 津村 明秀西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６４－ ２１：２４．９ ９．７�

３５ ダイワオンディーヌ 牝４芦 ５２ 鈴来 直人大城 敬三氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４５４＋１０ 〃 クビ ３６．７�
５９ ゼンノスカイブルー 牡４鹿 ５５ 松岡 正海大迫久美子氏 土田 稔 平取 坂東牧場 ５５６－ ２１：２５．１１� １１．８�
１１ � エイシンロンバード 牡５栗 ５７．５ 安藤 勝己平井 豊光氏 湯浅 三郎 米

Brilliant Stables,
Inc., Morris Brothers
& Elliott Walden

B４９８－ ４ 〃 クビ ２．１�
６１２ ウィストラム 牝５鹿 ５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４６６－１６１：２５．２クビ １１．３�
２３ ユースフルデイズ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ５２０＋ ４１：２５．３	 ５．８�
３６ ソフトパワー 牡５鹿 ５５ 後藤 浩輝中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別トヨサトアライファーム ５０４＋ ６１：２５．６１	 １６．４	
８１６ パワーコレクター 牡４鹿 ５４ 四位 洋文 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５３０＋１８１：２６．２３� ２１．８

４７ 
� テンエイゴールド �７栗 ５０ 黛 弘人熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 新冠 早田牧場新

冠支場 ５１０－ ２１：２６．５１	 ３３５．７�
８１５
� ロ ゼ ッ タ 牝５鹿 ５０ 蓑島 靖典�橋 信博氏 高橋 義博 静内（有）下河辺トレー

ニングセンター ４０６－ ２１：２６．８１	 １９１．０�
６１１� ゲイリーリボルバー �７黒鹿５７ 小野 次郎中村 浩章氏 石毛 善彦 米 Barry R.

Ostrager ４４８＋ ６１：２７．０１ ７．６
４８ スプリングレアル 牡５芦 ５３ 石橋 脩加藤 春夫氏 相沢 郁 浦河 川越牧場 ５００＋１４１：２７．３２ １２８．３�
７１３
 シルバーデューク 牡６芦 ５２ 郷原 洋司新木 鈴子氏 郷原 洋行 平取 有限会社中

田牧場 ４９２－ ２１：２７．６１	 １１９．７�
５１０
 タイセイドラゴン 牡６黒鹿５２ 小島 太一田中 成奉氏 武藤 善則 浦河 金成吉田牧場 B４９８＋１６ 〃 クビ ３３４．２�
１２ 
 インサイダー 牡４栗 ５４ 勝浦 正樹堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ４９６＋ ６ （競走中止） ３４．３�

（１５頭）
２４ � ガイアレーサー 牡５黒鹿５４ 吉田 隼人アローネットサービス� 清水 英克 浦河 佐々木 恵一 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３８，２０９，０００円 複勝： ５５，３６９，５００円 枠連： ５４，８７１，５００円

普通馬連： １９９，２８４，３００円 馬単： １４２，７６７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，３４５，５００円

３連複： １７１，４２４，８００円 ３連単： ４２６，８９２，３００円 計： １，１３９，１６４，８００円

払 戻 金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ３４０円 � ９７０円 � ４００円 枠 連（３－７） ５，１２０円

普通馬連 �� １７，４８０円 馬 単 �� ３０，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，８８０円 �� １，３５０円 �� ４，５４０円

３ 連 複 ��� ４６，０８０円 ３ 連 単 ��� ３１１，３２０円

票 数

単勝票数 差引計 ３８２０９０（返還計 １１１５） 的中 � ３１２０１（４番人気）
複勝票数 差引計 ５５３６９５（返還計 ４０１） 的中 � ４６８１３（４番人気）� １３６２７（１０番人気）� ３７６２８（６番人気）
枠連票数 差引計 ５４８７１５（返還計 １０８） 的中 （３－７） ７９１６（１８番人気）
普通馬連票数 差引計１９９２８４３（返還計 ６４７４） 的中 �� ８４１４（３９番人気）
馬単票数 差引計１４２７６７９（返還計 ４４４０） 的中 �� ３４３６（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５０３４５５（返還計 １１８５） 的中 �� ３１６２（３９番人気）�� ９４４７（１７番人気）�� ２６９０（４１番人気）
３連複票数 差引計１７１４２４８（返還計 ８８９９） 的中 ��� ２７４６（１００番人気）
３連単票数 差引計４２６８９２３（返還計 ２４８５５） 的中 ��� １０１２（５９７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．２―１２．３―１１．９―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．１―３６．３―４８．６―１：００．５―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セイウンマル �
�
父 エ ブ ロ ス �

�
母父 ワツスルタツチ デビュー ２００５．１１．５ 福島３着

２００３．５．２８生 牡４黒鹿 母 ロングポルカ 母母 ケンアイリス １３戦３勝 賞金 ３７，８５６，０００円
〔出走取消〕 ガイアレーサー号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 インサイダー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 スプリングレアル号の騎手石橋脩は，発走後まもなく内側に斜行し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２７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２７頭 アドマイヤドゴール号・アルフィエーレ号・アレクシオス号・アンジェロファニー号・ウセル号・

エンドレスビジネス号・クリアエンデバー号・ゴールドオアシス号・サクセスドマーニ号・ジョリーズジョー号・
セプターレイン号・トーセンハミング号・トーセンラヴ号・パピヨンシチー号・ヒシバトル号・フェザーレイ号・
フォワードダンサー号・ブルーチェイサー号・フレッシュバニラ号・プロスパードン号・プロセッション号・
フローリッシュ号・マイネルトイフェル号・マルタラヴ号・メガクライト号・リネンセブン号・レザムルーズ号



０３０８２ ２月１７日 曇 良 （１９東京１）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�

しゅんぼう

春望ステークス
発走１５時０５分 （ダート・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４８ � マルブツリード 牡４栗 ５７ 蛯名 正義大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４８８＋ ４１：３７．６ ４．６�

７１３ テイエムザエックス 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝竹園 正繼氏 福島 勝 早来 ノーザンファーム ４８２－ ２ 〃 クビ ７．３�
８１６� アグネストラベル 牡４栗 ５７ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 宮本 博 浦河 林 孝輝 ４７０－ ２１：３７．７クビ １８．２�
５９ メイショウホウオウ 牡６栗 ５７ 吉田 隼人松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５４４－ ６ 〃 クビ １２．０�
１１ � プリンスコウベ 牡６芦 ５７ 小野 次郎渡辺 重夫氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５２２－ ４１：３７．８	 ３２．８�
２３ サンデーストリーム 
６栗 ５７ 内田 博幸小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 ４８６－ ８１：３７．９クビ ２．８�

（大井）

７１４ サ ヨ ウ ナ ラ 牝６栗 ５５ 北村 宏司小田切有一氏 谷 潔 門別 下河辺牧場 ４８０－ ２１：３８．１１� ３０．４�
２４ � メイショウシャフト 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５２４± ０１：３８．３１� ９．８	
６１１ アルバレスト 牡５青鹿５７ 田辺 裕信吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４７６± ０１：３８．４� １０．９

４７ テンカタイヘイ 牡７黒鹿５７ 木幡 初広�ターフ・スポート二ノ宮敬宇 米 Tahei

Stud Farm B５０２＋ ２１：３８．５クビ １３３．９�
８１５ エ ミ リ ア 牝７黒鹿５５ 二本柳 壮�ターフ・スポート鈴木 康弘 浦河 酒井牧場 ４４６－２０ 〃 クビ ７６．７
１２ � モエレアドミラル 牡５栗 ５７ 小島 太一中村 和夫氏 小島 太 新冠 早田牧場新

冠支場 B４８４－ ２１：３８．７１� １８．０�
３６ � ブライティアカーム 牝６青鹿５５ 的場 勇人小林 昌志氏 的場 均 三石 パラダイス・

ファーム B５１０＋ ２１：３８．８クビ １２９．１�
５１０ ポジティヴトライ 牡８黒鹿５７ 菊沢 隆徳 �社台レースホース萱野 浩二 白老 追分ファーム ５０２＋１０１：３８．９� ９９．５�
６１２� マーベラスボーイ 牡７栗 ５７ 中舘 英二笹原 貞生氏 柴田 政見 浦河 鵜木 唯義 ４９４－ ６１：３９．１１� １９０．６�
３５ � グランプリスター 牡６鹿 ５７ 穂苅 寿彦清水 貞光氏 服部 利之 門別 目黒牧場 ４７０－ ２１：３９．２クビ ２１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，０８７，７００円 複勝： ６１，２９７，７００円 枠連： ７３，３８０，０００円

普通馬連： ２７３，９５３，６００円 馬単： １６９，８４３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，４８１，７００円

３連複： ２４０，７８６，１００円 ３連単： ５３８，９０３，８００円 計： １，４６５，７３４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ２８０円 � ４２０円 枠 連（４－７） １，１８０円

普通馬連 �� ２，４１０円 馬 単 �� ４，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� １，４５０円 �� ２，７６０円

３ 連 複 ��� １５，０４０円 ３ 連 単 ��� ６５，１３０円

票 数

単勝票数 計 ４５０８７７ 的中 � ７７９７４（２番人気）
複勝票数 計 ６１２９７７ 的中 � １０９２２８（２番人気）� ５５０４０（４番人気）� ３３２９８（７番人気）
枠連票数 計 ７３３８００ 的中 （４－７） ４６２５６（５番人気）
普通馬連票数 計２７３９５３６ 的中 �� ８３９５５（９番人気）
馬単票数 計１６９８４３４ 的中 �� ３０７３２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２４８１７ 的中 �� １６８３３（９番人気）�� １０６１６（１６番人気）�� ５４２４（３６番人気）
３連複票数 計２４０７８６１ 的中 ��� １１８１８（５３番人気）
３連単票数 計５３８９０３８ 的中 ��� ６１０７（２１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１２．１―１２．８―１３．０―１２．１―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３５．３―４８．１―１：０１．１―１：１３．２―１：２５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マルブツリード �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００５．９．２４ 阪神３着

２００３．３．１生 牡４栗 母 シェーラザード 母母 Impatiente １３戦４勝 賞金 ５８，６１０，０００円
〔騎手変更〕 テイエムザエックス号の騎手勝浦正樹は，第９競走での落馬による検査のため後藤浩輝に変更。
〔その他〕 グランプリスター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 グランプリスター号は，平成１９年３月１７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３９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３９頭 アグネスネクタル号・アテスト号・アンティークコイン号・イアオニードル号・イブキサブデュー号・イブロン号・

ヴィオラポンポーサ号・ウインレガート号・ウォーターオーレ号・ウルフボーイ号・カオリノーブル号・カタナ号・
グランプリオーロラ号・ケージーダンシング号・コレデイイノダ号・サンワードラン号・ジュレップ号・
シュンサイ号・スウォードキャット号・タイキヴァンベール号・ダイワティグリス号・ダブルアップ号・
テンジンダイカグラ号・トラストジュゲム号・ナリタプレリュード号・ニホンピロキース号・バトルハートオー号・
パラダイスリヴァー号・バレンソール号・バロンカラノテガミ号・ヒカルバローロ号・ビッグジェム号・
ピースデザイン号・ベルーガ号・マイフラッグ号・マッハジュウクン号・マルターズマッシブ号・
ワンダーヴィボ号・ワンダースピード号

※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。



０３０８３ ２月１７日 曇 良 （１９東京１）第７日 第１１競走 ��
��１，６００�第４２回デイリー杯クイーンカップ（ＧⅢ）

発走１５時４０分 （芝・左）
牝，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

デイリースポーツ社賞（１着）
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 ６２３，０００円 １７８，０００円 ８９，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

７１４ イクスキューズ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司岡田 繁幸氏 藤沢 和雄 新冠 ビッグレッドファーム ４４６± ０１：３４．５ ６．０�

７１３� カタマチボタン 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６８－ ８１：３４．７１� ２．８�
３５ �	 ハロースピード 牝３栗 ５４ 松岡 正海福島 実氏 相沢 郁 三石 山際牧場 ４３８＋ ６１：３４．８
 ４．４�
２４ ジョウノガーベラ 牝３栗 ５４ 石橋 脩小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４６０± ０１：３４．９クビ １１９．３�
６１２� ローズオットー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４６４－１２１：３５．１１� １２．２�
３６ � シュガーヴァイン 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ４４８－ ２１：３５．２� ７．７�
４７ � ホットファッション 牝３鹿 ５４ 中舘 英二飯田 良枝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４６０＋ ６１：３５．４１� ８３．２	
８１５� コスモフライハイ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 三石 前田 宗将 ４７６－ ４１：３５．５クビ １７８．１

１２ � シャルロットノアル 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 �サンデーレーシング 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２１：３５．６
 ２８．５�
１１ � クラウンプリンセス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４３６－１２ 〃 ハナ １０．３�
２３ マロンラッシュ 牝３栗 ５４ 江田 照男ディアレスト 加賀 武見 平取 船越 伸也 ４３２－ ６１：３５．７クビ ２０４．６
５１０�	 ラ ス ト ベ ガ 牝３黒鹿５４ 小野 次郎吉田 昭一氏 加賀 武見 静内 静内酒井牧場 ４１８－ ８１：３５．８
 １３１．５�
８１６�	 リラコルレオーネ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸杉岡 時治氏 伊藤 雄二 門別 日高大洋牧場 ４６０－ ６１：３６．０１� ３１．６�

（大井）

４８ � ディーズメンフィス 牝３鹿 ５４ 小林 淳一秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４３２＋ ４ 〃 クビ ３０．８�
５９ 	 アポロティアラ 牝３鹿 ５５ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 山際牧場 ４６８± ０１：３６．３２ ３１．５�
６１１ ジョウノパンジー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春小川 義勝氏 古賀 慎明 門別 三城牧場 ４２４－ ８１：３７．２５ ３８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９８，４９８，２００円 複勝： １３２，１４４，０００円 枠連： １３６，４４８，１００円

普通馬連： ６５８，９８０，２００円 馬単： ３９３，０７６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３５，８９６，７００円

３連複： ５５６，７２６，０００円 ３連単： １，２１１，４１９，１００円 計： ３，３２３，１８８，８００円

払 戻 金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（７－７） ９１０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ３９０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，２５０円 ３ 連 単 ��� ７，７２０円

票 数

単勝票数 計 ９８４９８２ 的中 � １３０４０４（３番人気）
複勝票数 計１３２１４４０ 的中 � ２１０１１５（３番人気）� ３４５１２５（１番人気）� ２３１７１４（２番人気）
枠連票数 計１３６４４８１ 的中 （７－７） １１１４６１（４番人気）
普通馬連票数 計６５８９８０２ 的中 �� ５４６３７０（２番人気）
馬単票数 計３９３０７６５ 的中 �� １３００５１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３５８９６７ 的中 �� １０３７４５（２番人気）�� ８３９０９（３番人気）�� １０４１９５（１番人気）
３連複票数 計５５６７２６０ 的中 ��� ３２９６３６（１番人気）
３連単票数 計１２１１４１９１ 的中 ��� １１５９００（５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．６―１２．０―１２．３―１１．４―１２．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．１―４７．１―５９．４―１：１０．８―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イクスキューズ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Majestic Light デビュー ２００６．７．２ 福島１着

２００４．４．３０生 牝３鹿 母 クリスティキャット 母母 Toll Booth ７戦３勝 賞金 ９５，９１７，０００円
〔騎手変更〕 ディーズメンフィス号の騎手勝浦正樹は，第９競走での落馬負傷のため小林淳一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アルコセニョーラ号・エーシンパーティー号・カロンセギュール号・クリノスミレレディ号・センシュアルドレス号・

タケデンヴィーナス号・ダノンフローラ号・ビーアデビル号・ベッラレイア号
※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。



０３０８４ ２月１７日 曇 良 （１９東京１）第７日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１５分 （芝・左）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

６１１� スーパーキャノン 牡４鹿 ５６ 田面木博公星野 壽市氏 高松 邦男 様似 瀬口 信正 B４６２－ ４１：４８．３ ８．１�

５９ リキッドノーツ 牡６黒鹿５７ 石橋 脩臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５１４＋１２１：４８．４� ８．８�
３４ 	 セキサンフジ 牡４青 ５６ 松岡 正海�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ５１４－ ４１：４８．６１ ６．０�
８１５ マイネルキッツ 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－ ４１：４８．７� ２．５�
５８ ブレーヴハート 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５１０± ０１：４８．８� ６．７�
８１４ フェラーリファイブ 牡４黒鹿５６ 内田 博幸市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８４＋２０１：４８．９クビ ９．１	

（大井）

６１０ グロリアスアーチ 牝５黒鹿５５ 村田 一誠飯田 政子氏 尾形 充弘 静内 千代田牧場 ４５８－ ２１：４９．０
 ８０．４

３５ � ジャッキーテースト 牝６黒鹿５５ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４３２－ ６１：４９．２１� １０．１�
２２ 	� マグマノーベル 牡４鹿 ５６ 柴山 雄一小原 巖氏 本郷 一彦 門別 川端 正博 ４７６＋２０１：４９．３
 １０４．５�
２３ � ニシノグレイシャ 牡７青鹿５７ 蛯名 正義西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８８－ ４１：４９．４� １２９．９
４６  アイアムザチャンプ 牡６青鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥堀 紘一氏 杉浦 宏昭 米 Dr. Kirk
Shiner ４９４＋１２１：４９．６１� １９８．８�

７１３ リアルテースト 牡５黒鹿 ５７
５４ ▲的場 勇人伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 秋田牧場 ５０６－ ４１：４９．７
 ５３．４�

１１ 	 マイネサンサン 牝４黒鹿５４ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ２ 〃 クビ ３７．０�

４７ 	� レッドスターライト 牝５鹿 ５５ 菊沢 隆徳 �社台レースホース沢 峰次 追分 追分ファーム ４６６－ ２１：５０．０２ １１４．３�
７１２	 シルクアルタイル 牡５鹿 ５７

５６ ☆吉田 隼人有限会社シルク田中 清隆 新冠 石郷岡 松
太郎 B５１８－ ６１：５０．４２
 １５８．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５１，０２７，９００円 複勝： ６４，１５６，２００円 枠連： ６８，７４６，２００円

普通馬連： ２６７，５９９，６００円 馬単： １７７，６５４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，１３８，０００円

３連複： ２２１，７６５，２００円 ３連単： ５６１，０２８，８００円 計： １，４７２，１１６，８００円

払 戻 金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２６０円 � ２９０円 � ２１０円 枠 連（５－６） １，５４０円

普通馬連 �� ３，５９０円 馬 単 �� ７，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１７０円 �� ８９０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ７，７６０円 ３ 連 単 ��� ５０，０９０円

票 数

単勝票数 計 ５１０２７９ 的中 � ５０１９１（４番人気）
複勝票数 計 ６４１５６２ 的中 � ６５７２５（４番人気）� ５４５６０（５番人気）� ９０３４３（２番人気）
枠連票数 計 ６８７４６２ 的中 （５－６） ３３０２４（６番人気）
普通馬連票数 計２６７５９９６ 的中 �� ５５１２１（１５番人気）
馬単票数 計１７７６５４９ 的中 �� １６５８４（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０１３８０ 的中 �� １２４８３（１５番人気）�� １６９２３（９番人気）�� １６２０８（１１番人気）
３連複票数 計２２１７６５２ 的中 ��� ２１０９８（２３番人気）
３連単票数 計５６１０２８８ 的中 ��� ８２６７（１５３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．３―１２．１―１２．３―１２．５―１１．８―１１．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３６．７―４８．８―１：０１．１―１：１３．６―１：２５．４―１：３６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．７

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

勝馬の
紹 介

�スーパーキャノン �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００５．９．１７ 中山６着

２００３．３．１５生 牡４鹿 母 ナスノホイッスル 母母 キ ー ノ ー ト ２５戦３勝 賞金 ３９，５７８，０００円
〔騎手変更〕 レッドスターライト号の騎手勝浦正樹は，第９競走での落馬負傷のため菊沢隆徳に変更。
※ニシノグレイシャ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（１９東京１）第７日 ２月１７日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７頭 本 賞
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

２５８，６４０，０００円
１５，４９０，０００円
８００，０００円
２，０９０，０００円
２８，３６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，９６９，５００円
５，８０８，８００円
１，８８８，７００円

勝馬投票券売得金
４３２，７９１，６００円
５５５，９１７，９００円
６０５，１７９，９００円
２，２３３，８７８，５００円
１，６８０，３３２，４００円
５３７，２８０，７００円
２，２６６，４３５，８００円
２，７３８，２４４，０００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １１，０５０，０６０，８００円

総入場人員 ３２，５７７名 （有料入場人員 ３１，５３４名）




