
０３００１ ２月２日 曇 良 （２０東京１）第１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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

４７ プロヴィナージュ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５２８＋ ８１：２７．０ ２．３�

６１２ ヒロアンジェロ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４８２± ０１：２７．６３� ４．４�
２３ ゴールドコレクター 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝小河 一�氏 国枝 栄 門別 渡辺 芳一 ４３８－ ４１：２７．９１� ７．８�
７１４ グランドメープル 牝３鹿 ５４ 津村 明秀�グランド牧場 武市 康男 静内 グランド牧場 ４６６＋ ２１：２８．０� １０．０�
５９ アポロフラメンコ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 平野牧場 ４２２－ ６１：２８．２１� １３．１�
８１５ ナッシュビル 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二吉橋 計氏 戸田 博文 門別 白瀬 明 ４８６＋ ４１：２８．４１� ７３．１	
３６ アドマイヤラップ 牝３栗 ５４ 田中 勝春近藤 利一氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２１：２８．６１� １２．７

３５ サマーミッドナイト 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣セゾンレースホース� 稲葉 隆一 静内 畠山牧場 ４３０－ ４１：２８．７� ６８．６�
７１３ メジロフローラ 牝３栗 ５４ 石橋 脩�メジロ牧場 柴田 政人 洞爺 メジロ牧場 ４５４－ ４１：２８．８� １９．２
８１６ サブマリンスカウト 牝３栗 ５４ 武士沢友治坂田 行夫氏 中野渡清一 静内 藤本牧場 ４６６± ０１：２９．１１� ９１．７�
１２ ヴァリッドシスタ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 嶋田 潤 静内 田中 裕之 ４４０＋ ２１：２９．２� ５１．３�
６１１ レオパンドラ 牝３栗 ５４ 江田 照男�レオ 中島 敏文 新冠 競優牧場 ４７２＋１２１：２９．９４ １９．２�
５１０ テンリョウヒメ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４８６－ ８１：３０．１１� １５２．５�
４８ トロアアンジェ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介飯田 政子氏 堀 宣行 静内 千代田牧場 ４１８＋１０１：３０．２� １４７．５�
２４ ユメノアスカ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一上野 武氏 成島 英春 三石 前川 正美 ４１６－ ８１：３０．８３� ３４．１�
１１ タツビューティ 牝３鹿 ５４ 左海 誠二鈴木 昭作氏 根本 康広 千葉（有）下河辺トレー

ニングセンター ４３６－ ４１：３０．９� ８６．２�
（船橋）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，１１７，８００円 複勝： ３０，４３８，４００円 枠連： ２３，６４１，７００円

普通馬連： ８２，８４９，３００円 馬単： ７２，３０７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６２９，４００円

３連複： １１３，１２６，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３６８，１１０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（４－６） ４９０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ３２０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９１１７８ 的中 � ６５５５０（１番人気）
複勝票数 計 ３０４３８４ 的中 � ８０５３９（１番人気）� ６７１５１（２番人気）� ３２９６４（３番人気）
枠連票数 計 ２３６４１７ 的中 （４－６） ３５６８６（１番人気）
普通馬連票数 計 ８２８４９３ 的中 �� １０９１２３（１番人気）
馬単票数 計 ７２３０７３ 的中 �� ５６５６２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６２９４ 的中 �� ３９２２４（１番人気）�� １９０５４（２番人気）�� １８４８７（３番人気）
３連複票数 計１１３１２６３ 的中 ��� ７６５１４（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．６―１２．９―１２．７―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３６．１―４９．０―１：０１．７―１：１４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．９―３F３８．０
３ ・（７，１４）（１３，１２）（３，１１，１５）９（１，４）－２，５（８，１６）６＝１０ ４ ・（７，１４）（１３，１２）（３，１５）９，１１（１，４）（８，２）（１６，５）－６－１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プロヴィナージュ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．２ 阪神２着

２００５．２．３生 牝３鹿 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス 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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シベリアンマグピー号
※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。



０３００２ ２月２日 曇 良 （２０東京１）第１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）

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

２４ メイショウドレイク 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１２－ ６２：１６．７ ２．５�

５９ フランドルシチー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５２４－ ４２：１７．０２ ５．５�
１２ ヴ ァ ル ナ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介桐谷 茂氏 加藤 和宏 門別 碧雲牧場 ４６０＋ ４２：１７．１クビ ３７．３�
４８ マイネルレッチーノ 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 北星村田牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ ８．６�
５１０ プッシュハート 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人島田 久氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４８０＋ ４２：１７．４２ ５１．２�
７１４ コ イ タ ロ ウ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ４５４－ ８２：１７．５クビ ５．０�
８１５ レオフロンティア 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥�レオ 杉浦 宏昭 浦河 宮内牧場 B４８０± ０２：１７．６� １４５．２	
７１３ シュヴァーベン 牡３黒鹿５６ 石橋 脩鈴木 照雄氏 上原 博之 浦河 津島 優治 ４７０－１０２：１７．７� １１．２

２３ ドリームトレジャー 牡３鹿 ５６ O．ペリエ セゾンレースホース� 阿部 新生 門別 田端牧場 ４６０－ ２２：１７．８� ２４．７�

（仏）

３５ マイネルメテオール 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 静内 千代田牧場 ５２２－１６２：１７．９� ２０．８�

６１１ ド ナ ー リ オ �３鹿 ５６ 岩田 康誠藤田 孟司氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 ４８４± ０２：１８．２２ １９．４
４７ スズカニール 牡３黒鹿５６ 左海 誠二永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 ４５２＋ ６２：１８．４１� １９７．７�

（船橋）

１１ ドリームサクセス 牡３栗 ５６ 吉田 豊石橋 松蔵氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 B４７８± ０２：１８．５クビ ６７．１�
８１６ マイティーンベスト 牡３黒鹿５６ 田面木博公大谷 高雄氏 蛯名 信広 門別 渡辺 芳一 ４８８－ ２ 〃 アタマ １７３．１�
３６ マルターズボクサー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹藤田与志男氏 水野 貴広 門別 天羽 禮治 ５００－ ８ 〃 クビ １５９．８�
６１２ マイネルアドミラル 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 平取 中川 隆 ４８８－ ２２：１８．７１� ２１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，２３４，１００円 複勝： ２９，５１５，３００円 枠連： ２３，１８３，１００円

普通馬連： ７９，１４１，７００円 馬単： ６９，７１８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５６０，３００円

３連複： １０５，５９１，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３５０，９４４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � ７８０円 枠 連（２－５） ６１０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ２，４２０円 �� ６，４６０円

３ 連 複 ��� １４，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９２３４１ 的中 � ６１３７７（１番人気）
複勝票数 計 ２９５１５３ 的中 � ９７８９１（１番人気）� ３４６４５（３番人気）� ６１６４（１１番人気）
枠連票数 計 ２３１８３１ 的中 （２－５） ２８３７７（２番人気）
普通馬連票数 計 ７９１４１７ 的中 �� ７５７７１（２番人気）
馬単票数 計 ６９７１８２ 的中 �� ４１５８８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５６０３ 的中 �� １８１０８（２番人気）�� ２３６１（２８番人気）�� ８６４（４８番人気）
３連複票数 計１０５５９１４ 的中 ��� ５２８４（４８番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．３―１２．１―１２．７―１３．５―１４．１―１４．０―１３．６―１３．１―１２．５―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．５―３０．６―４３．３―５６．８―１：１０．９―１：２４．９―１：３８．５―１：５１．６―２：０４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウドレイク �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００７．１２．２２ 中山６着

２００５．３．１６生 牡３黒鹿 母 メイショウオッチモ 母母 オールザイヤーズ ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３００３ ２月２日 曇 良 （２０東京１）第１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）

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

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

３６ ミラクルロザリオ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩本間 茂氏 柴田 政人 えりも 上島牧場 ４８０± ０１：４０．９ ２４９．０�

８１５ キ ク ジ ロ ウ 牡３青鹿５６ 横山 典弘陣内 孝則氏 高市 圭二 静内 キヨミネ牧場 ５０８＋１０１：４１．０� ２８．０�
４７ ボクノタイヨウ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４７８－ ６１：４１．１� ５．１�
２４ ダノンマスターズ 牡３鹿 ５６ O．ペリエ �ダノックス 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム B４６４－ ４１：４１．２クビ ７．０�

（仏）

４８ エ チ セ ロ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �エヌ・アール・ユー 高橋 裕 門別 新井 弘幸 B５１０＋ ４ 〃 クビ ７８．２�
２３ トラストミツル 牡３栗 ５６ 津村 明秀菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 B５１０－ ６ 〃 アタマ ９１．８�
７１４ シルクパナシア 牡３鹿 ５６ 福永 祐一有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 B４６２－ ４１：４１．３� ６３．９	
７１３ ハッカイサンライズ 牡３鹿 ５６ 江田 照男齊藤四方司氏 藤原 辰雄 門別 下河辺牧場 ４４６－ ４１：４１．５１� ３５．９

５１０ ダイワウィーク 牡３黒鹿５６ 武士沢友治大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 B５０２± ０１：４１．６クビ １００．８�
１２ シップウドトウ 牡３栗 ５６ 松岡 正海�日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ４８６＋１０１：４１．８１� ７．６
６１１ ビーボタンダッシュ 牡３芦 ５６ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４９２－１０ 〃 クビ １９．０�
３５ ケイアイブランコ 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康亀田 守弘氏 秋山 雅一 浦河 富田牧場 B４８８－ ６１：４１．９クビ ２２１．２�
８１６ ラインブレイク 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４３０－ ４１：４２．２１� １．７�
１１ ユ ウ チ カ ラ 牡３青 ５６ 田面木博公碓氷ミナ子氏 蛯名 信広 浦河 山田牧場 ４４６－ ２１：４２．９４ ２２１．２�
５９ ダブルナイト 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一小川 弘氏 斎藤 宏 三石 米田 博 ４７２－ ２１：４３．０� ４１５．８�
６１２ アーバンシチー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 駿河牧場 B４８４－ ４１：４４．０６ ９３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，５９１，２００円 複勝： ４４，９５６，６００円 枠連： ２３，０１３，９００円

普通馬連： ８６，５８７，４００円 馬単： ９０，４４７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，４１３，９００円

３連複： １１６，６６１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４１６，６７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４，９００円 複 勝 � ６，４１０円 � ９３０円 � ２６０円 枠 連（３－８） ５，１３０円

普通馬連 �� １８１，０３０円 馬 単 �� ３９９，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３，３４０円 �� １１，４１０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ２１５，７８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５５９１２ 的中 � ８１０（１５番人気）
複勝票数 計 ４４９５６６ 的中 � １５９３（１４番人気）� １１７９５（７番人気）� ５６７６６（２番人気）
枠連票数 計 ２３０１３９ 的中 （３－８） ３３１１（１６番人気）
普通馬連票数 計 ８６５８７４ 的中 �� ３５３（８８番人気）
馬単票数 計 ９０４４７４ 的中 �� １６７（１７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９４１３９ 的中 �� １６４（９４番人気）�� ６２６（５８番人気）�� ４９１０（１３番人気）
３連複票数 計１１６６６１５ 的中 ��� ３９９（２０４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．８―４８．７―１：０２．２―１：１５．０―１：２８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．２―３F３８．７
３ ８（４，１４）（１０，１５）（１１，１３）（２，１６）（３，６）１２，７（１，９）－５ ４ ・（８，１４）（４，１５）（１０，１３，１６）（２，１１，６，１，１２）３－（７，５，９）

勝馬の
紹 介

ミラクルロザリオ �
�
父 ミラクルアドマイヤ �

�
母父 Danzig デビュー ２００７．９．３０ 中山９着

２００５．５．３生 牡３鹿 母 ウィリアムズヴィル 母母 Expressive Dance ６戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０３００４ ２月２日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０東京１）第１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 ローリーポーリー 牝７黒鹿５８ 今村 康成加藤 信之氏 菊川 正達 浦河 安藤牧場 ４７０＋ ２３：２１．６ ４．４�

６９ ウォーライクトニー 牡８栗 ６０ 山本 康志 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４９８＋ ６３：２２．２３� ２．２�
８１３ チェルケッティ 牝５鹿 ５８ 宗像 徹飯塚 知一氏 坂本 勝美 静内 へいはた牧場 ４８０＋ ８３：２２．５１� ５．２�
５７ スガーペンタイア 牡６黒鹿６０ 平沢 健治菅原光太郎氏 山田 要一 森 笹川大晃牧場 ５００＋２０３：２３．２４ ４０．１�
３３ フジヤマホーク 牡５鹿 ６０ 田中 剛藤本 龍也氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９４＋１１３：２３．９４ ３５．３�
７１１� ナカヤマスナイパー 牡６黒鹿６０ 石神 深一和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.

Kaster ５０８＋ ４３：２４．３２� ２１．９�
８１４ グラスファイター 牡６鹿 ６０ 横山 義行半沢� 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４８２＋１４３：２４．４� ６．４	
３４ スズカザゴールド 牡５青鹿６０ 菊池 憲太永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４８６＋ ４３：２７．９大差 ７７．１

４６ プラネタリウム �４鹿 ５９ 高野 和馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４９４＋１６３：２８．９６ ４４．８�
７１２ バトルソニック 牡４鹿 ５９ 浜野谷憲尚宮川 秋信氏 佐藤 吉勝 浦河 桑田牧場 ４４０＋ ２３：３０．４９ ６９．６
６１０ サツキイーグル 牡５芦 ６０ 柴田 未崎石田 眞一氏 大和田 稔 浦河 丸村村下

ファーム ４９２＋ ６３：３０．８２� １３７．２�
４５ リバーアンダルシア 牡４栗 ５９ 矢原 洋一河越 武治氏 郷原 洋行 門別 丹羽牧場 ４９８＋１０３：３３．６大差 ９６．６�
２２ ダイワメンフィス 牡７黒鹿６０ 五十嵐雄祐大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 北西牧場 ５０６＋ ６３：３５．５大差 １７．３�
１１ 	 ス ズ ノ オ ー 牡５鹿 ６０ 鈴木 慶太阿部 雅子氏 郷原 洋行 門別 大沢育成牧場 ５６０＋ ８３：４４．４大差 １２２．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，５６２，７００円 複勝： １６，９１８，６００円 枠連： ２３，００４，５００円

普通馬連： ５９，９９９，４００円 馬単： ６１，３７４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２６９，５００円

３連複： ９０，３８４，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２８６，５１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（５－６） ５５０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ４７０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７５６２７ 的中 � ３１９６５（２番人気）
複勝票数 計 １６９１８６ 的中 � ２５８０２（３番人気）� ５３８５８（１番人気）� ２９０４８（２番人気）
枠連票数 計 ２３００４５ 的中 （５－６） ３１１７８（２番人気）
普通馬連票数 計 ５９９９９４ 的中 �� ７８８１９（１番人気）
馬単票数 計 ６１３７４２ 的中 �� ３４９８０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２６９５ 的中 �� １９５０３（２番人気）�� ７８８２（５番人気）�� ２１３８３（１番人気）
３連複票数 計 ９０３８４３ 的中 ��� ７５１４０（２番人気）

上り １マイル １：４６．６ ４F ５２．３－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローリーポーリー �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 エ ブ ロ ス デビュー ２００３．６．２８ 函館５着

２００１．３．３１生 牝７黒鹿 母 フラワーライナー 母母 ノースインダンサー 障害：１戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クニノヤマト号・ロゼッタ号



０３００５ ２月２日 曇 良 （２０東京１）第１日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３５ � レッドシューター 牡３鹿 ５６ 武 豊山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Epona Blood-
stock Ltd ５２０ ―１：４８．５ ３．１�

３６ メイショウマリア 牝３青 ５４ 田中 勝春松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：４９．１３� ４．３�
５９ ダンツホウテイ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４６０ ―１：４９．５２� ４．５�
２３ シルクマンハッタン 牡３青鹿５６ 江田 照男有限会社シルク境 征勝 門別 中館牧場 ４８６ ―１：４９．７１� ３４．７�
４７ � シガースペシャル 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二藤田与志男氏 尾形 充弘 米 Liz Squyres &

Jerry Squyres ４９６ ―１：４９．８� １６．５�
４８ � カ リ ユ ガ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 本間 忍 米 Brookdale & Dr.

Ted Folkerth ４６８ ― 〃 クビ ４３．７�
１２ カレンダーマーチ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９２ ―１：５０．０１� ２４．２�
７１３ ヒルノパリティー 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次蛭川 正文氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４６０ ― 〃 クビ １３７．８	
８１５ ドクターアマランス 牝３栗 ５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 門別 庄野牧場 ４２２ ―１：５０．１クビ ８１．３

５１０ スターパレット 牝３栗 ５４ 木幡 初広�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４７４ ― 〃 クビ １１４．９�
２４ グラップラー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘青山 洋一氏 田村 康仁 門別 下河辺牧場 ５４２ ―１：５０．２クビ ６．７
１１ � シャイニーモス 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ４７０ ―１：５０．４１� ３７．１�
７１４ カオリワンダー 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康川畑 �司氏 武市 康男 青森 大須賀牧場 ４６６ ―１：５０．８２� ４３．７�
６１２ マイネルビビッド 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 三石 坂本牧場 ５０８ ―１：５１．１２ １１．４�
６１１ スガノオーシャン 牡３青鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥菅原光太郎氏 松永 康利 三石 沖田 哲夫 ５４２ ―１：５１．５２� １３３．６�
８１６ ヤマタケメリー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲佐藤 聖也山中 佳代氏 根本 康広 門別 広中 稔 ４５２ ―１：５１．９２� １７８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１２８，３００円 複勝： ２９，９１３，８００円 枠連： ２９，０５７，８００円

普通馬連： ８６，１５１，４００円 馬単： ８１，１２９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，０９８，１００円

３連複： １１０，３５１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３８９，８３０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（３－３） ７３０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３３０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６１２８３ 的中 � ６７１８８（１番人気）
複勝票数 計 ２９９１３８ 的中 � ７４０２５（１番人気）� ５０９２６（２番人気）� ４５７４４（３番人気）
枠連票数 計 ２９０５７８ 的中 （３－３） ２９５２３（３番人気）
普通馬連票数 計 ８６１５１４ 的中 �� ９４１２７（１番人気）
馬単票数 計 ８１１２９１ 的中 �� ４７５０３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７０９８１ 的中 �� ２４１８９（１番人気）�� ２０３３２（２番人気）�� １４９０４（４番人気）
３連複票数 計１１０３５１８ 的中 ��� ７６６６９（１番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．３―１１．７―１２．５―１２．４―１３．０―１２．０―１１．３―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．４―３６．１―４８．６―１：０１．０―１：１４．０―１：２６．０―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３４．５

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

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

�レッドシューター �
�
父 Red Ransom �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

２００５．３．３１生 牡３鹿 母 Aspiration 母母 La Meilleure 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２５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２５頭 アスタマニャーナ号・エテルノロワイヤル号・エリーチェ号・キラーカン号・クニノローレル号・

ゴッドエンブレム号・サクセスアーチ号・ザソウル号・ステイウィズユー号・ステラポラリス号・
セイウンファントム号・ソアヴェクラシコ号・テツキチダイオー号・ドリームオブスター号・トーセンインプレス号・
ニュウコン号・ハッピータイムズ号・ビッグスワン号・ブルームシチー号・マジックロード号・マッカラン号・
モルフェリメンバー号・リバーチャーム号・ルナエクリプス号・ワイルドインディ号



０３００６ ２月２日 曇 良 （２０東京１）第１日 第６競走 ��
��２，４００�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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５７ マ ゼ ラ ン 牡３鹿 ５６ 武 豊 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５２８－ ２２：２５．７ ２．６�

４４ ダイワワイルドボア 牡３鹿 ５６ C．ルメール 大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５３０－１０２：２５．８� ２８．５�
（仏）

４５ ド ッ ト コ ム 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７４－ ４２：２６．３３ ５．９�
（仏）

３３ レッドアゲート 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４２４± ０２：２６．４� ３２．４�
５６ � エバーブライト 牡３黒鹿５６ 左海 誠二 �ユートピア牧場 岡林 光浩 登別 ユートピア牧場 ４９６－ ２２：２６．６１� ３８．２�

（船橋） （船橋）

２２ マイネルジュレップ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 早来 ノーザンファーム ４６４－１０２：２６．８１� １６．８	

６９ ドリームノクターン 牡３鹿 ５６
５５ ☆田中 博康セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ４８２± ０２：２６．９クビ ５．７


７１１ コスモポッケ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ４２：２７．０� ２４．０�
１１ マイネルファルケ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５１２± ０２：２７．３２ ４．８�
８１３ クールドリオン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４６２± ０ 〃 アタマ １６．３
７１０ アリゾナアベニュー 牡３青鹿５６ 北村 宏司諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 浦河 酒井牧場 ４７４－１２２：２７．５� １３９．４�
６８ コスモザガリア 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 門別 庫宝牧場 ４８６± ０ 〃 ハナ ４３．４�
８１２	 バイタリティー 牡３芦 ５６ 石橋 脩水上 行雄氏 平井 雄二 浦河 笠松牧場 ４９４± ０２：２９．１１０ ３３．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，４０１，４００円 複勝： ３８，４１９，４００円 枠連： ２７，８０８，４００円

普通馬連： １０６，４４４，１００円 馬単： ９３，２２０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，８５４，６００円

３連複： １３０，５４０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４５７，６８９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ５３０円 � ２３０円 枠 連（４－５） ７１０円

普通馬連 �� ３，２９０円 馬 単 �� ４，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４４０円 �� ３５０円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� ６，２５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９４０１４ 的中 � ９１７４４（１番人気）
複勝票数 計 ３８４１９４ 的中 � １０４３１１（１番人気）� １３７３６（９番人気）� ４１８４３（４番人気）
枠連票数 計 ２７８０８４ 的中 （４－５） ２９０３７（２番人気）
普通馬連票数 計１０６４４４１ 的中 �� ２３９３７（１１番人気）
馬単票数 計 ９３２２０８ 的中 �� １４９９６（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１８５４６ 的中 �� ５１３９（１７番人気）�� ２５７６４（２番人気）�� ３９５８（２６番人気）
３連複票数 計１３０５４０３ 的中 ��� １５４１９（１９番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１１．９―１２．３―１２．３―１２．４―１２．８―１２．４―１２．６―１１．８―１１．８―１１．７

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―２３．７―３５．６―４７．９―１：００．２―１：１２．６―１：２５．４―１：３７．８―１：５０．４―２：０２．２―２：１４．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ ゼ ラ ン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Potrillazo デビュー ２００７．１２．２２ 阪神５着

２００５．２．３生 牡３鹿 母 ポトリザリス 母母 Chaldee ３戦２勝 賞金 １２，７００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３００７ ２月２日 曇 良 （２０東京１）第１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）

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

１１ � オペラダンディ 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝小林けい子氏 水野 貴広 浦河 近藤牧場 ４９２± ０１：３７．９ ２．０�

５９ ニシノテンカ 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４７０＋１２１：３８．０� １６．６�
６１２ パンプアップ 牡４栗 ５７ 丹内 祐次�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 B４７０－ ２１：３８．６３� １２．２�
１２ グリンガレット 牡６鹿 ５７ 津村 明秀�ターフ・スポート相沢 郁 静内 聖心台牧場 B４８６＋ ６ 〃 ハナ ４５．２�
４８ クリノスペシャル 牝５青鹿５５ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 浦河 鎌田 正嗣 ４９０± ０ 〃 クビ ２６．６�
２３ マンオンミッション 牡４栗 ５７ 柴田 善臣�RRA 高橋 祥泰 浦河 吉田 隆 ４８６－ ４１：３８．９１	 ６．２	
３５ アイアイスピーチ 
５黒鹿５７ 池田 鉄平齊藤 敬氏 星野 忍 門別 坂口 豊翼 ４５６＋ ２１：３９．３２� ７１．３

６１１ ゲットマイウェイ 牡６青鹿５７ 蛯名 正義飯田 政子氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４９６＋ ８１：３９．４� ５．４�
３６ クラヴィーア 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 浦河 ヒダカフアーム ４４８－ ２１：３９．６１� ８８．７�
７１４ オヤマエルニーニョ 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥木下 秀一氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 B４４２－ ８１：４０．１３ １４９．３
８１６ マルサライガー 
４黒鹿５７ O．ペリエ 鈴木キヌ子氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４６２＋ ８１：４０．８４ ２０．５�

（仏）

８１５ ラ フ ィ ー ク 牝５鹿 ５５ 江田 照男�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４９２＋ ２１：４１．０１� ７３．７�
４７ � スターエンジェル 牝４栗 ５５ 吉田 隼人田端 修氏 勢司 和浩 門別 タバタファーム ４７０－ ４１：４１．２１� １６．６�
５１０ ヤマニンプロローグ 牝４栗 ５５ 田中 勝春土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 ５００＋ ４１：４１．５１	 １０２．９�
７１３� フュノンガルウ 牡５黒鹿５７ 横山 義行伊達 敏明氏 郷原 洋行 門別 サンシャイン

牧場 ５０２＋ ６１：４１．６� １２４．０�
２４ ニシノイツマデモ 牡５栗 ５７ 柴山 雄一西山 茂行氏 高橋 裕 鵡川 西山牧場 ５０４＋ ２１：４２．８７ ４４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，６４２，１００円 複勝： ３７，９６５，７００円 枠連： ３５，２２６，６００円

普通馬連： １１３，９７２，０００円 馬単： １０２，２８３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，８００，８００円

３連複： １３９，１８１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４８９，０７２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ３６０円 � ２７０円 枠 連（１－５） １，１１０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ３９０円 �� ２，１２０円

３ 連 複 ��� ４，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８６４２１ 的中 � １１７７０３（１番人気）
複勝票数 計 ３７９６５７ 的中 � １５３３８８（１番人気）� １８３６５（５番人気）� ２６６４２（４番人気）
枠連票数 計 ３５２２６６ 的中 （１－５） ２３４５９（５番人気）
普通馬連票数 計１１３９７２０ 的中 �� ６２５１２（４番人気）
馬単票数 計１０２２８３８ 的中 �� ３８７５７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１８００８ 的中 �� １４５９５（４番人気）�� ２２０８７（３番人気）�� ３３４６（２３番人気）
３連複票数 計１３９１８１１ 的中 ��� ２４５１８（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．０―４７．２―１：００．１―１：１３．０―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オペラダンディ �
�
父 メイセイオペラ �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ

２００４．４．１５生 牡４栗 母 クリノオードリー 母母 プレジャーヒル １１戦１勝 賞金 ２０，１００，０００円
地方デビュー ２００６．７．１５ 盛岡

※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） １頭 バリオン号
（非抽選馬） ２頭 コアレスキャスト号・ディアーウィッシュ号
※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。



０３００８ ２月２日 曇 良 （２０東京１）第１日 第８競走 ��１，３００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５分 （ダート・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

３６ ゴールドオアシス 牝５鹿 ５５ 北村 宏司福島 実氏 嶋田 功 門別 沖田牧場 ４７８＋ ６１：１８．７ ３．２�

１２ ヴィヴァーチェ 牝４鹿 ５５
５４ ☆田中 博康 �荻伏服部牧場 小島 茂之 浦河 荻伏服部牧場 ４５２± ０１：１８．９１� ７．５�

４７ ケイアイスカイ 牝６鹿 ５５ 藤田 伸二亀田 守弘氏 清水 利章 新冠 守矢牧場 ４８２＋１０１：１９．０クビ ４１．２�
３５ トレトレジョリ 牝８鹿 ５５ 石橋 脩��昭牧場 斎藤 誠 三石 三石川上牧場 ５３２± ０１：１９．１� ４０．１�
２３ アイファーラブラブ 牝６鹿 ５５ 岩田 康誠中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ３．８�
８１５ シュウザンアイ 牝６栗 ５５ 郷原 洋司平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４７２＋１０ 〃 ハナ １１７．７�
７１３ エイダイタカラブネ 牝５芦 ５５ 勝浦 正樹�東振牧場 鈴木 康弘 鵡川 東振牧場 ４９２± ０１：１９．２� ４７．８	
４８ オポテューニティ 牝６鹿 ５５ 石神 深一平岡 茂樹氏 
田 研二 浦河 大野牧場 ４９４＋ ４１：１９．３クビ １７１．４�
５９ シャイニングムーン 牝６鹿 ５５ 吉田 隼人飯田 政子氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ４８４± ０ 〃 クビ １７．７�
１１ メジロターキッシュ 牝６栗 ５５ 柴田 善臣�メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 ４８４＋ ６１：１９．４クビ ６３．２
８１６ ケイアイスパイダー 牝４黒鹿５５ 江田 照男亀田 守弘氏 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４７２＋ ２１：１９．６１� ８８．３�
６１１ キョウエイシンファ 牝６黒鹿５５ 岩部 純二インターナシヨナル

ホース� 的場 均 門別 インターナシヨナル牧場 B４６６＋ ６ 〃 ハナ ８６．５�
７１４ ブライティアミラ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド B４６８＋２４１：２０．０２� ４８．２�
６１２ オーシャンルミナス 牝４鹿 ５５ 福永 祐一大野 數芳氏 平井 雄二 浦河 富田牧場 B４８６＋ ６１：２０．１� １５．０�
５１０ ラブリーコンサート 牝４鹿 ５５ O．ペリエ 上茶谷 一氏 矢作 芳人 静内 友田牧場 ４６２＋ ２１：２０．５２� ５．５�

（仏）

２４ キ ー レ タ ー 牝５鹿 ５５ C．ルメール 北前孔一郎氏 吉田 直弘 浦河 村下農場 ４４２－１４１：２０．６� ９．８�
（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，８５１，２００円 複勝： ４１，１０１，３００円 枠連： ３９，１９９，５００円

普通馬連： １３６，６６６，２００円 馬単： １０８，６１３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，４２１，５００円

３連複： １６７，８９６，０００円 ３連単： 発売なし 計： ５６０，７４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � ９２０円 枠 連（１－３） ９５０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １，９５０円 �� ４，９４０円

３ 連 複 ��� １４，５４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９８５１２ 的中 � ７３９４８（１番人気）
複勝票数 計 ４１１０１３ 的中 � １０６７５９（１番人気）� ４２７３６（３番人気）� ８２１０（１０番人気）
枠連票数 計 ３９１９９５ 的中 （１－３） ３０４７６（４番人気）
普通馬連票数 計１３６６６６２ 的中 �� ９１６７７（２番人気）
馬単票数 計１０８６１３７ 的中 �� ４４６５６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７４２１５ 的中 �� ２０５８５（２番人気）�� ４５５５（２２番人気）�� １７５６（４４番人気）
３連複票数 計１６７８９６０ 的中 ��� ８５２６（３９番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．６―１１．５―１２．０―１２．３―１２．３―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．６―２９．１―４１．１―５３．４―１：０５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドオアシス �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Nijinsky デビュー ２００５．６．２５ 福島３着

２００３．４．１６生 牝５鹿 母 ヴェルシエンカ 母母 Veruschka ２２戦４勝 賞金 ５７，０９５，０００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） ７頭 ウインアンジェラス号・オオヒメ号・コスモキャンディス号・ジャスミンフレイズ号・タイセイガイア号・

フローレストウブ号・リングジアラーム号
※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。



０３００９ ２月２日 曇 良 （２０東京１）第１日 第９競走 ��
��１，４００�クロッカスステークス

発走１４時３０分 （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１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

６８ マルブツイースター 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠大澤 毅氏 中尾 正 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４４６－ ２１：２１．３ １５．０�

３３ ダイワマックワン 牡３鹿 ５７ 武士沢友治大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム ４５２± ０１：２１．７２� ７．９�
７９ フェイムロバリー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ４８０－１０ 〃 ハナ ４９．５�
８１１ アポロフェニックス 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４８２－ ２ 〃 ハナ １２．８�
４４ マヤノベンケイ 牡３鹿 ５７ 福永 祐一田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４６２－ ２ 〃 ハナ ２．６�
７１０ ヒシオフェンス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 パカパカ

ファーム ４８２± ０１：２１．９１� ２８．１�
５５ メジロガストン 牡３青鹿５６ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４９２＋ ２ 〃 ハナ ５０．３	
１１ ロードバリオス 牡３青 ５６ C．ルメール �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４４０± ０１：２２．１１� ３．０


（仏）

８１２ ニシノオニテツマル 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義西山 茂行氏 土田 稔 鵡川 西山牧場 ５１８＋ ８ 〃 クビ ９．１�
２２ 	 ロングキーブリッジ 牡３栗 ５６ O．ペリエ 斉藤 敏博氏 森 秀行 愛

Epona Blood-
stock Ltd and
P. A. Byrne

４８６－ ４１：２２．３１� ７３．６�
（仏）

６７ ウイントリガー 牡３鹿 ５７ 藤田 伸二�ウイン 山内 研二 新冠 松本 信行 ４６２± ０１：２２．４クビ ２１．５
５６ レッツゴーヒチョリ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５３０＋１０１：２２．７１
 ８９．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４４，２４１，７００円 複勝： ５７，７４１，２００円 枠連： ４４，４５６，５００円

普通馬連： １８５，５２４，７００円 馬単： １３９，９４４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，６２３，２００円

３連複： １５５，６４７，３００円 ３連単： ４５３，２３３，８００円 計： １，１２６，４１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ４６０円 � ３３０円 � １，２２０円 枠 連（３－６） ３，２００円

普通馬連 �� ５，２４０円 馬 単 �� １３，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８３０円 �� ６，４２０円 �� ５，７１０円

３ 連 複 ��� ８６，８３０円 ３ 連 単 ��� ４４１，８６０円

票 数

単勝票数 計 ４４２４１７ 的中 � ２３２６０（６番人気）
複勝票数 計 ５７７４１２ 的中 � ３３３１９（６番人気）� ５１４３７（４番人気）� １１２５５（９番人気）
枠連票数 計 ４４４５６５ 的中 （３－６） １０２７１（１１番人気）
普通馬連票数 計１８５５２４７ 的中 �� ２６１６１（１８番人気）
馬単票数 計１３９９４４３ 的中 �� ７４１５（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５６２３２ 的中 �� ６２５９（１７番人気）�� １７３０（４６番人気）�� １９５１（４２番人気）
３連複票数 計１５５６４７３ 的中 ��� １３２３（１３０番人気）
３連単票数 計４５３２３３８ 的中 ��� ７５７（６１８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．３―１１．８―１１．４―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．０―４６．８―５８．２―１：０９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルブツイースター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００７．７．２２ 小倉２着

２００５．４．４生 牡３鹿 母 ミスイースター 母母 イングリッシュホーマー ６戦３勝 賞金 ６１，１４２，０００円
※レッツゴーヒチョリ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０３０１０ ２月２日 曇 良 （２０東京１）第１日 第１０競走 ��
��１，４００�

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，１９．１．２７以降２０．１．２７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 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

５１０ ベ ル ー ガ 牡７鹿 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ２１：２４．４ １７．３�

８１５� セイウンプレジャー 牡６鹿 ５５ 柴田 善臣西山 茂行氏 宮本 博 米
Dale Roberts,
Bob Austin &
Bill Austin

４９０－１６１：２４．５� １０．４�
８１６� マルターズマッシブ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Harold

Queen ５０８＋１６ 〃 アタマ １９．８�
５９ � ゲイリースノーマン 牡７芦 ５７ O．ペリエ 中村 浩章氏 岩戸 孝樹 米 Green

Gates Farm ５２０＋１２１：２４．７１� ６．１�
（仏）

７１３ グリーンアラモード 牡５鹿 ５５ 吉田 隼人 �グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５７６＋ ８１：２４．８� ２０．６�
３５ マルブツリード 牡５栗 ５７ 岩田 康誠大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ５００＋１０ 〃 ハナ ９．９	
２３ プリンスコウベ 牡７芦 ５４ 福永 祐一渡辺 重夫氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５１６－ ４１：２４．９クビ ５２．３

４７ ウインルーセント 牡４栗 ５６ 武 豊�ウイン 佐々木晶三 浦河 桑田 正己 ５１０－１０１：２５．２２ ３．１�
６１１ アルバレスト 牡６青鹿５６ 蛯名 正義吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４８６－ ４１：２５．３クビ ５．６�
１１ ウィストラム 牝６鹿 ５３ 大野 拓弥吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４１：２５．５１	 １４．１
４８ � ミスターモナルコス 牡４鹿 ５５ C．ルメール 加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn

Farm, Inc. ４８２＋ ６１：２５．７１	 １７．７�
（仏）

６１２ サニーネイティブ 牡６栗 ５４ 石神 深一宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ５１０－ ６ 〃 クビ ５８．０�

７１４ トラストセレビー 牡８鹿 ５３ 勝浦 正樹菅波 雅巳氏 西塚 安夫 浦河 梅田牧場 ５３６± ０１：２５．９１ １９７．０�
３６ ゴールドマイン 牡４鹿 ５４ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２ 〃 ハナ ２１．２�
２４ 
 チ ェ リ ス ト 牡６鹿 ５３ 田中 博康 �イースターサンデー 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４９６＋３０ 〃 クビ １０７．１�
１２ メジロハンター 牡６鹿 ５６ 藤田 伸二�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 吉田 隆 ５０８＋１０１：２６．０� ８４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，８３１，１００円 複勝： ６６，６６６，８００円 枠連： ５９，７５２，７００円

普通馬連： ２４４，５３８，１００円 馬単： １４９，３１２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，０４５，７００円

３連複： ２２４，４６０，０００円 ３連単： ４９２，８３６，１００円 計： １，３４３，４４２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７３０円 複 勝 � ５１０円 � ３６０円 � ７４０円 枠 連（５－８） １，３９０円

普通馬連 �� ６，５７０円 馬 単 �� １６，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１２０円 �� ３，９５０円 �� ２，１００円

３ 連 複 ��� ３５，１７０円 ３ 連 単 ��� ２５０，８４０円

票 数

単勝票数 計 ４６８３１１ 的中 � ２１４０９（７番人気）
複勝票数 計 ６６６６６８ 的中 � ３４５３０（７番人気）� ５２０８４（３番人気）� ２２３１４（１１番人気）
枠連票数 計 ５９７５２７ 的中 （５－８） ３１７６６（５番人気）
普通馬連票数 計２４４５３８１ 的中 �� ２７４８７（２８番人気）
馬単票数 計１４９３１２２ 的中 �� ６５７９（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９０４５７ 的中 �� ６９０７（２８番人気）�� ３６３９（５０番人気）�� ６９５８（２７番人気）
３連複票数 計２２４４６００ 的中 ��� ４７１１（１２４番人気）
３連単票数 計４９２８３６１ 的中 ��� １４５０（８０６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．２―１２．５―１２．０―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．７―４８．２―１：００．２―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ー ガ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Chief’s Crown デビュー ２００４．１．２５ 中山１着

２００１．４．１８生 牡７鹿 母 バ ー シ ャ 母母 My Darling One ３２戦６勝 賞金 １２１，０９８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２３頭 ウルフボーイ号・オーヴェール号・グランプリオーロラ号・ケアレスウィスパー号・サーチエネミー号・

ジュークジョイント号・スウォードキャット号・スプリングヘッド号・セフティーステージ号・タイキシルバー号・
タガノエスペランサ号・タケデンイーグル号・チョウカイシャトル号・トップディアマンテ号・バレンソール号・
パープルストック号・ヒシハイグレード号・ビッグアラミス号・ビッグジェム号・ブライティアカーム号・
メジロファルカル号・メジロモーガン号・ヤマタケゴールデン号

※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。



０３０１１ ２月２日 曇 良 （２０東京１）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第５８回東 京 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走１５時４０分 （芝・左）
４歳以上；負担重量は，日本馬：５６�，牝馬２�減，収得賞金３，０００万円超過馬は超過
額２，０００万円毎１�増，�：５６�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�
増，GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

中日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６３０，０００円 １８０，０００円 ９０，０００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

４７ ローレルゲレイロ 牡４青鹿５７ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７０＋ ６１：３２．８ １０．２�

５９ リキッドノーツ 牡７黒鹿５６ 田中 勝春臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５１８＋ ４ 〃 クビ ７７．７�
１１ タマモサポート 牡５鹿 ５６ 津村 明秀タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ４７８－ ４ 〃 ハナ ７７．０�
３５ カ ン パ ニ ー 牡７鹿 ５８ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６０－ ６１：３３．０１� ４．１�
６１２ ハイアーゲーム 牡７青鹿５６ 藤岡 佑介臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５２８＋ ４ 〃 クビ ９．１�
５１０ ジョリーダンス 牝７芦 ５５ O．ペリエ 小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４７８＋ ８ 〃 ハナ ７．７�

（仏）

４８ エイシンデピュティ 牡６栗 ５８ 岩田 康誠平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４９６± ０１：３３．１クビ ４．７	
８１６ サイレントプライド 牡５栗 ５６ 横山 典弘 
社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２ 〃 クビ ５．６�
７１３ カネトシツヨシオー 牡５鹿 ５６ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４９６± ０１：３３．３	 １４．５�
１２ コ イ ウ タ 牝５栃栗５４ 松岡 正海
前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７４± ０ 〃 クビ ２２．１
６１１ リザーブカード 牡５鹿 ５６ 吉田 隼人 
サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５０２－ ２ 〃 ハナ ２６．８�
２４ マイケルバローズ 牡７鹿 ５６ 武 豊猪熊 広次氏 藤沢 則雄 様似 �村 伸一 ５０４－ ２１：３３．４クビ １８．３�
８１５ フジサイレンス 牡８黒鹿５６ 江田 照男浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ５００± ０ 〃 ハナ ９３．５�
２３ ピンクカメオ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新冠 パカパカ
ファーム ４８６＋ ５１：３３．８２
 ３０．４�

３６ タニノマティーニ 牡８鹿 ５６ 柴田 善臣谷水 雄三氏 須貝 彦三 静内 カントリー牧場 ５０２－ ２１：３４．０１ １８５．１�
７１４� アポロノサトリ 牡５芦 ５６ 後藤 浩輝菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Robert Low &

Lawana Low B４６２＋１４１：３４．８５ １２３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３５，４２７，５００円 複勝： ２１２，６７７，５００円 枠連： １４９，８７９，８００円

普通馬連： ８８８，５２４，２００円 馬単： ４６６，０９４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９３，４６１，０００円

３連複： ８５７，１１９，０００円 ３連単： １，８３３，４８２，９００円 計： ４，７３６，６６６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ３５０円 � １，９６０円 � ２，２００円 枠 連（４－５） １，１４０円

普通馬連 �� ４０，１２０円 馬 単 �� ６１，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，８６０円 �� ９，２４０円 �� ３２，７９０円

３ 連 複 ��� ５１４，２８０円 ３ 連 単 ��� ２，５４３，４５０円

票 数

単勝票数 計１３５４２７５ 的中 � １０４９４８（６番人気）
複勝票数 計２１２６７７５ 的中 � １８４３１２（５番人気）� ２６６２１（１２番人気）� ２３６３８（１３番人気）
枠連票数 計１４９８７９８ 的中 （４－５） ９７３１８（３番人気）
普通馬連票数 計８８８５２４２ 的中 �� １６３４８（６８番人気）
馬単票数 計４６６０９４２ 的中 �� ５５５２（１２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９３４６１０ 的中 �� ５３８７（６３番人気）�� ５１６４（６５番人気）�� １４４６（１０８番人気）
３連複票数 計８５７１１９０ 的中 ��� １２３０（４０８番人気）
３連単票数 計１８３３４８２９ 的中 ��� ５３２（２２１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．６―１１．５―１１．２―１１．５―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．０―４６．５―５７．７―１：０９．２―１：２０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３５．１
３ ・（７，１４）６（１，２，８，１６）（４，１０，１１，１２，１３）－（５，９）（３，１５） ４ １４，７－（１，６）（２，８）（４，１１，１６）（１０，１３）１２（５，９）（３，１５）

勝馬の
紹 介

ローレルゲレイロ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー ２００６．６．１７ 函館１着

２００４．５．３生 牡４青鹿 母 ビッグテンビー 母母 モ ガ ミ ヒ メ １５戦２勝 賞金 １７８，７２８，０００円
〔制裁〕 アポロノサトリ号の騎手後藤浩輝は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※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。
（非抽選馬） ８頭 アルビレオ号・ゴールドアグリ号・トールハンマー号・ブラックカフェ号・マヤノライジン号・メテオバースト号・

ヨイチサウス号・ワイルドファイアー号
※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。



０３０１２ ２月２日 曇 良 （２０東京１）第１日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１５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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

８１６ ゲイルバニヤン 牡５黒鹿５７ O．ペリエ 津村 靖志氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４８６＋ ８１：３７．４ ２．６�
（仏）

３６ � チェリークラウン 牡４栗 ５７ 蛯名 正義櫻井倶楽部 小西 一男 鵡川 上水牧場 ４９４－ ４１：３７．８２� １３．１�
５１０ ベ ン ケ イ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新冠 アサヒ牧場 ５３８＋ ６１：３７．９	 ４．６�
１１ カブキメーク 牡５鹿 ５７ 田中 勝春川上 哲司氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム B４９０－ ２１：３８．０	 ３９．３�
２３ 
 セ レ ス ケ イ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５５０＋１２１：３８．１� ７．５�
２４ ラ ン キ ン グ 牡５栗 ５７ 福永 祐一塩入 通之氏 加賀 武見 浦河 今井 秀樹 ４８６－ ８１：３８．４２ ６６．９�
１２ ハウンドコップ 牡９鹿 ５７ 大庭 和弥齊藤四方司氏 清水 美波 千歳 社台ファーム B４９８± ０ 〃 ハナ ６０．２�
３５ コパノカチドキ 牡５鹿 ５７ 田中 剛小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４９８＋ ２ 〃 アタマ ６５．１	
４７ ダイレクトパス 牡４青鹿５７ 江田 照男渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４５２± ０１：３８．７２ １０９．２

８１５
 デマントイドリバー 牡４鹿 ５７ 武 豊�嶋 哲氏 角居 勝彦 米 Damara

Farm ４７０－ ４１：３８．８� ４．１�
４８ � フレンチウォリアー 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ５２４＋ ８ 〃 クビ １８．７�
５９ ロードウィズダム 牡６鹿 ５７ 吉田 豊 ロードホースクラブ 高木 登 森 笹川大晃牧場 ４９８＋１６１：３８．９クビ １９７．６�
７１３ パープルプローズ 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：３９．４３ １６７．６�
７１４ ホーネットアーミー �６黒鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ４１：３９．６１ ５５．４�
６１１ マヤノポペット �７鹿 ５７ 秋山真一郎田所 英子氏 小笠 倫弘 門別 法理牧場 ４６８－ ４１：４０．６６ １４３．０�
６１２ ラフィナール 牡４鹿 ５７ 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 ４８６－ ６ （競走中止） ３３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５５，３４５，０００円 複勝： ６５，１４８，０００円 枠連： ６３，８２７，４００円

普通馬連： ２２２，０８２，９００円 馬単： １４９，８０５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，５３９，５００円

３連複： ２０５，６６４，０００円 ３連単： ４９６，７９７，４００円 計： １，３１９，２０９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ２７０円 � １８０円 枠 連（３－８） ９８０円

普通馬連 �� １，７６０円 馬 単 �� ２，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ２８０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ２，８３０円 ３ 連 単 ��� １３，４９０円

票 数

単勝票数 計 ５５３４５０ 的中 � １７２２２４（１番人気）
複勝票数 計 ６５１４８０ 的中 � １５４３１６（１番人気）� ５０１０９（５番人気）� ９４１３０（３番人気）
枠連票数 計 ６３８２７４ 的中 （３－８） ４８０８１（４番人気）
普通馬連票数 計２２２０８２９ 的中 �� ９３３２７（７番人気）
馬単票数 計１４９８０５７ 的中 �� ３８９３０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０５３９５ 的中 �� ２１０８３（７番人気）�� ６１７３９（２番人気）�� １４３６７（９番人気）
３連複票数 計２０５６６４０ 的中 ��� ５３６４９（６番人気）
３連単票数 計４９６７９７４ 的中 ��� ２７１８０（３１番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲイルバニヤン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Theatrical デビュー ２００６．５．６ 京都２着

２００３．３．１７生 牡５黒鹿 母 バ ロ ネ ッ セ 母母 Baroness Direct １８戦３勝 賞金 ４６，７０２，０００円
〔発走状況〕 ランキング号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻３分遅延。
〔競走中止〕 ラフィナール号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 ランキング号は，馬場入場後に暴れ，騎手が落馬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２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２１頭 アタゴビッグマン号・アドマイヤミラクル号・アプローズヒーロー号・エイシンハンコック号・キクノエンブレム号・

クリノトップオー号・ゴットザビート号・サキノリュウオー号・サクセスサーマル号・シルクエレメント号・
ダイワルビア号・テンザンモビール号・トワイライトワルツ号・ハギノセレクション号・ハセノダンディ号・
パートゥーアワーズ号・ピサノバンキッシュ号・フリートアドミラル号・プロセッション号・ヘイアンルモンド号・
リックチョモランマ号

※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。



（２０東京１）第１日 ２月２日（土曜日） 曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２７３，８７０，０００円
２３，４１０，０００円
１，９７０，０００円
３０，１２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，２３０，５００円
５，７０４，８００円
１，８４８，３００円

勝馬投票券売得金
４７７，３７４，１００円
６７１，４６２，６００円
５４２，０５１，９００円
２，２９２，４８１，４００円
１，５８４，２５０，９００円
５８４，７１７，５００円
２，４１６，６２３，０００円
３，２７６，３５０，２００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 １１，８４５，３１１，６００円

総入場人員 ３３，６９３名 （有料入場人員 ３２，９００名）




