
０３０１３ ２月４日 晴 不良 （２０東京１）第２日 第１競走 ��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

７１３ スズノカイソク 牡３栗 ５６ 田中 勝春小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ３１：１８．９ ４４．１�

６１１ グランドコテージ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠安達 允彦氏 小西 一男 門別 坂 牧場 ４６６－ ６１：１９．２２ ７．８�
１１ ケイアイモーガン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝亀田 守弘氏 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４６６± ０１：１９．４１� ２．９�
４６ ラブエッセンス 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康ディアレスト 秋山 雅一 三石 水丸牧場 ４６２－ ２１：２０．３５ ４７．１�
３５ レ オ バ ベ ル 牡３栗 ５６ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 浦河 江谷 重雄 B４９６± ０ 〃 クビ ９２．１�
５８ トーセンミケラン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩島川 �哉氏 柴田 政人 三石 広田牧場 ５１８± ０１：２０．４クビ １２．８	
２３ アイビスデージー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義臼倉 勲氏 田中 清隆 三石 タガミファーム ４５４－１０ 〃 クビ ３．６

２２ マイネルアフェット 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小西 一男 青森 谷川 博勝 ４４６＋１４１：２０．６１� ６３．４�
５９ トキメキボストン 牡３鹿 ５６ 石神 深一片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４８６＋ ４１：２０．７� ６４．２�
８１４ リアルパラダイス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘武藤 善吉氏 境 征勝 静内 岡田 猛 ４９４－ ４１：２１．０２ １６．５
６１０ エプソムヒット 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 笹倉 武久 新冠 芳住 革二 ４７２－ ２１：２１．２１ １５９．５�
４７ ショウナンハロー �３栗 ５６ 吉田 豊�湘南 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４ ―１：２１．５１� ３２．４�
７１２ アクセプトアゲン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 静内 三木田 明仁 ４９０± ０１：２１．６クビ ５．６�
８１５ イ チ ノ ホ シ 牡３黒鹿５６ 繁田 健一河内 孝夫氏 相沢 郁 浦河 小池 博幸 ５０８－ ８１：２２．７７ １６５．８�

（浦和）

３４ シトラスサン 牡３青鹿５６ 北村 宏司井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ４７８－１２１：２３．１２� １６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，３４５，９００円 複勝： ２４，２２１，９００円 枠連： １８，１０２，２００円

普通馬連： ６６，３２９，５００円 馬単： ６０，２２８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０８５，４００円

３連複： ９９，２３８，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３０５，５５２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，４１０円 複 勝 � ９７０円 � ２５０円 � １５０円 枠 連（６－７） １，６８０円

普通馬連 �� １４，０５０円 馬 単 �� ３５，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４３０円 �� ２，３７０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １４，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６３４５９ 的中 � ２９２２（９番人気）
複勝票数 計 ２４２２１９ 的中 � ４７６６（１０番人気）� ２４３４１（４番人気）� ５７１４４（１番人気）
枠連票数 計 １８１０２２ 的中 （６－７） ７９９６（８番人気）
普通馬連票数 計 ６６３２９５ 的中 �� ３４８６（３３番人気）
馬単票数 計 ６０２２８６ 的中 �� １２６５（７３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０８５４ 的中 �� １１１６（３９番人気）�� ２１１８（２６番人気）�� １００５４（４番人気）
３連複票数 計 ９９２３８７ 的中 ��� ４９４７（４６番人気）

ハロンタイム ７．２―１０．５―１１．７―１２．６―１２．２―１２．１―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．２―１７．７―２９．４―４２．０―５４．２―１：０６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズノカイソク �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Homebuilder デビュー ２００７．１１．２４ 中京１１着

２００５．３．１９生 牡３栗 母 イフアイソーデザイア 母母 Question d’Argent ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １１時００分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シトラスサン号は，平成２０年３月４日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 メイクアフェイブル号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。



０３０１４ ２月４日 晴 不良 （２０東京１）第２日 第２競走 ��
��１，４００�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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

６１１ ヴァルドルフ 牡３栗 ５６ 石神 深一片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４３６＋ ６１：２５．８ １４．３�

２４ ラビットヒビキ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ５０８－ ４１：２６．４３� １３．７�
５１０ トライバルジャパン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次伊藤 元庸氏 岩戸 孝樹 静内 佐竹 学 ４６０－ ４ 〃 クビ ４．９�
１２ アメリカンイーグル 牡３栗 ５６ 田中 勝春鈴木 照雄氏 天間 昭一 門別 北陽ファーム ４６６＋ ６１：２６．５クビ ３．６�
８１６ ヨンハキッス 牝３黒鹿５４ 石橋 脩三宅 勝俊氏 中川 公成 三石 斉藤スタッド ４４２－ ２１：２７．２４ ５９．４�
４７ シ ラ ユ キ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人西垣 �三氏 矢野 照正 浦河 小島牧場 ４６６－ ６１：２７．９４ ７５．９�
３６ リネンエース 牡３鹿 ５６ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 B４５４＋ ２１：２８．１１� １６．２�
３５ スパークルキング 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 ムラカミファーム ５１６＋ ４ 〃 アタマ ８．５	
１１ レ ア リ ゼ 牡３栗 ５６ 田中 剛井上 修一氏 根本 康広 新冠 豊巻牧場 ４６８＋ ２１：２８．４２ １１６．９

８１５ スマートマインド 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�グランド牧場 �田 研二 静内 グランド牧場 ４４０－ ８１：２９．０３� ４７．７
７１４� ナイキウェルネス 牡３栗 ５６ 横山 典弘小野 誠治氏 古賀 史生 米 Joe Parker ４７２－１２１：２９．４２� ４．２�
７１３ ガイアマンイーター 牝３黒鹿５４ 御神本訓史斎木 隆男氏 清水 英克 浦河 金成吉田牧場 ４３６－ ２１：３０．０３� ２４．３�

（大井）

５９ ジャルダンドゥモネ 牝３栗 ５４ 松岡 正海吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４２６－ ４１：３０．３１� ３３．８�
４８ スプリングアンリ 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康加藤 春夫氏 斎藤 誠 様似 宮本 一輝 ５２２＋ ８１：３１．３６ ９３．３�
６１２ ベ ニ ノ ア イ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�紅谷 矢野 進 新冠 川上 悦夫 ４５０± ０ （競走中止） １４．３�

（１５頭）
２３ ストリートスパン 牡３黒鹿５６ 北村 宏司藤田与志男氏 手塚 貴久 静内 矢野牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，３３６，８００円 複勝： ２１，６９１，５００円 枠連： １９，５４４，８００円

普通馬連： ６２，９６３，８００円 馬単： ５５，９３４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９４９，７００円

３連複： ８９，０８１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２８５，５０２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ３５０円 � ４５０円 � ２３０円 枠 連（２－６） ４，２４０円

普通馬連 �� ８，２４０円 馬 単 �� １６，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４１０円 �� １，０７０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� １８，７４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７３３６８ 的中 � ９５７３（７番人気）
複勝票数 計 ２１６９１５ 的中 � １６１９６（５番人気）� １１６１８（８番人気）� ２８２３４（２番人気）
枠連票数 計 １９５４４８ 的中 （２－６） ３４０６（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６２９６３８ 的中 �� ５６４３（３２番人気）
馬単票数 計 ５５９３４０ 的中 �� ２４８３（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９４９７ 的中 �� １８９２（３４番人気）�� ４４６５（１０番人気）�� ３６６６（１６番人気）
３連複票数 計 ８９０８１８ 的中 ��� ３５０９（６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．３―４７．７―１：００．２―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァルドルフ �
�
父 デザートキング �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００７．１０．１４ 東京４着

２００５．５．１３生 牡３栗 母 ファインルナラック 母母 メイジサファイア ３戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時２５分に変更。
〔出走取消〕 ストリートスパン号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 ベニノアイ号は，競走中に疾病〔右第１指関節開放性脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプリングアンリ号は，平成２０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 エプソムスティーヴ号・グラスグループ号・ティアップタイガー号
※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。



０３０１５ ２月４日 晴 不良 （２０東京１）第２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）

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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

３３ メイショウグラナダ 牝３黒鹿５４ 武 豊松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７４－ ２１：３７．８ ２．３�

６９ アクトオンザターフ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠広田 伸七氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５０－１０１：３８．９７ ４．４�
８１３ トーセンベルベット 牝３芦 ５４ 柴田 善臣島川 �哉氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４９２＋ ２１：３９．１１ ４．４�
７１１ ボンジュールソノコ 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太田中善次郎氏 奥平 雅士 新冠 平山牧場 ４５６－ ６１：３９．３１� １１５．０�

（大井）

５６ ヴィクトリアルイゼ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘加藤 信之氏 水野 貴広 新冠 富本 茂喜 ４７２－ ４１：３９．４� ６．６�
１１ トーホウロサード 牝３黒鹿５４ 江田 照男東豊物産� 中川 公成 新冠 ハシモトフアーム ４５２－ ８１：４０．３５ ２１．７	
５７ ポコアポコフォルテ 牝３栗 ５４ 津村 明秀�テンジン 大江原 哲 三石 三石橋本牧場 ４１８－ ２１：４０．４� ３８．９

４４ ダイワチアフル 牝３栗 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 静内 千代田牧場 ４４０－１２ 〃 クビ １８６．２�
４５ レッドウッド 牝３栗 ５４ 御神本訓史野口 弘司氏 菊川 正達 新冠 竹中牧場 ４７８－ ８ 〃 ハナ ２７．６�

（大井）

８１２ マイネノクターン 牝３栗 ５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中川 公成 えりも 上島牧場 ４１４± ０１：４０．８２� １１４．５

６８ ケンブリッジマーチ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩谷口 貞保氏 松永 康利 新冠 有限会社
ケンブリッジ ４４８－１４１：４１．０１� １３０．２�

２２ スズカエルマンボ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４４８＋ ４１：４１．１� １２．９�
７１０ シャラムッフェン 牝３鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥�ミルファーム 保田 一隆 静内 塚田 達明 ４６０＋ ６１：４５．３大差 １５１．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，５７５，３００円 複勝： ２５，２１３，３００円 枠連： １５，５０８，９００円

普通馬連： ６５，２９８，６００円 馬単： ６７，８５４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５６９，５００円

３連複： ９３，７５４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３０７，７７４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（３－６） ６８０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２２０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ８５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０５７５３ 的中 � ７０７２０（１番人気）
複勝票数 計 ２５２１３３ 的中 � ６４３９５（１番人気）� ４０４４７（３番人気）� ４８４８２（２番人気）
枠連票数 計 １５５０８９ 的中 （３－６） １６９２４（２番人気）
普通馬連票数 計 ６５２９８６ 的中 �� ７３７５１（２番人気）
馬単票数 計 ６７８５４７ 的中 �� ４１５５４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５６９５ 的中 �� ２３１６９（２番人気）�� ２３７４３（１番人気）�� １５８２０（３番人気）
３連複票数 計 ９３７５４４ 的中 ��� ８２１８１（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１１．５―１２．３―１２．５―１２．４―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．３―３４．８―４７．１―５９．６―１：１２．０―１：２４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウグラナダ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dehere デビュー ２００８．１．１３ 中山２着

２００５．４．１３生 牝３黒鹿 母 ウィズストリングス 母母 Mastina ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時５０分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャラムッフェン号は，平成２０年３月４日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 キドニーグリル号（疾病〔創傷性左角膜炎〕のため）
※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。



０３０１６ ２月４日 晴 稍重 （２０東京１）第２日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

１１ トレノクリスエス 牡３青 ５６ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４５８± ０１：４９．９ ４．３�

６１０ モエレタキオン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治中村 和夫氏 増沢 末夫 三石 上村 清志 ４７８－ ４ 〃 クビ １３．６�
２３ トリビュートソング 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４７４－ ６１：５０．０クビ ３．３�
２２ ダッシュアキチャン 牝３黒鹿５４ 小林 淳一遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４３８－ ４１：５０．５３ ２２．３�
８１４ ヒラボクシャトル 牡３青 ５６ 後藤 浩輝�平田牧場 国枝 栄 静内 千代田牧場 B５０２＋ ２ 〃 クビ ４．２�
７１３ メジロレディー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海メジロ商事� 相沢 郁 洞爺 メジロ牧場 ４１８± ０１：５０．８１� ７８．１	
６１１ ギムレットアイ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ ６．７

３４ トミケンブロード 牡３栗 ５６ 柴田 善臣冨樫 賢二氏 加藤 和宏 門別 白瀬 明 ４５８－ ２ 〃 ハナ ３２．９�
４７ リ ュ ー ク 牡３青鹿５６ 武 豊金森圭史朗氏 森 秀行 静内 千代田牧場 ４４６－１０１：５１．０１� １３．２�
８１５ ラヴォランテ 牡３青鹿 ５６

５５ ☆田中 博康 �サンデーレーシング 後藤 由之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０＋３０１：５１．１クビ ２２．７

４６ ミュージカルボーイ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹長谷川兼美氏 沢 峰次 新冠 川上 悦夫 B４７６＋ ２１：５１．３１� １０３．０�
７１２ シルクペガサス 牡３栗 ５６ 津村 明秀有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４２８－ ８１：５１．４� ５２．１�
３５ レディーチョウサン 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ３８２－ ２１：５１．７２ ９７．１�
５８ リュウグレイド 牡３鹿 ５６ 田中 勝春田中ふさ枝氏 二本柳俊一 浦河 中村 雅明 ４６０－１８１：５２．１２� １０８．９�
５９ リバーブレイブ 牡３栗 ５６ 横山 義行河越 武治氏 郷原 洋行 門別 広中 稔 B４９２－ ２ （競走中止） ３４４．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，７５６，１００円 複勝： ３１，４８２，３００円 枠連： ２３，４１９，６００円

普通馬連： ８０，７７２，１００円 馬単： ７３，９６９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４３５，４００円

３連複： １１１，６７７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３６６，５１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １６０円 � ２７０円 � １５０円 枠 連（１－６） ９９０円

普通馬連 �� ２，３４０円 馬 単 �� ３，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ３５０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ２，６７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２７５６１ 的中 � ４２４８８（３番人気）
複勝票数 計 ３１４８２３ 的中 � ５５８８５（３番人気）� ２５１３０（５番人気）� ６２８６１（１番人気）
枠連票数 計 ２３４１９６ 的中 （１－６） １７５３７（６番人気）
普通馬連票数 計 ８０７７２１ 的中 �� ２５５３７（９番人気）
馬単票数 計 ７３９６９９ 的中 �� １５４１１（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４３５４ 的中 �� ７４１１（７番人気）�� １７３９２（１番人気）�� ６７５０（９番人気）
３連複票数 計１１１６７７８ 的中 ��� ３０９５０（６番人気）

ハロンタイム １３．１―１０．９―１１．８―１２．８―１２．９―１２．８―１１．８―１２．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．０―３５．８―４８．６―１：０１．５―１：１４．３―１：２６．１―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．６

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

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

トレノクリスエス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．８．１１ 新潟８着

２００５．４．１１生 牡３青 母 フューチャサンデー 母母 アスクローザ ５戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時１５分に変更。
〔競走中止〕 リバーブレイブ号は，最後の直線コースで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 トレノクリスエス号の騎手横山典弘は，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３０，０００円。

リューク号の騎手武豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。



０３０１７ ２月４日 晴 不良 （２０東京１）第２日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

２３ ナムラテルテル 牝３黒鹿５４ 横山 典弘奈村 信重氏 田村 康仁 門別 いとう牧場 ４７０ ―１：２７．２ ２．７�

８１５ メイスンファースト 牡３鹿 ５６ 池添 謙一梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 ４７８ ―１：２８．０５ ２４．３�
８１６ モエレロングラン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝中村 和夫氏 河野 通文 浦河 大西ファーム ４９４ ― 〃 アタマ ２．７�
１２ � タ ツ ク ー ル 牡３栗 ５６ 松岡 正海鈴木 昭作氏 根本 康広 米

Sun Valley Farm
& Thumrong
Wattanapisit

４８２ ―１：２８．１クビ １０．０�
４７ アスニムカッテウテ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一植田 忠司氏 畠山 吉宏 新冠 八木農場 ４６６ ―１：２８．２� ４９．５�
１１ セレクトキング 牡３鹿 ５６ 武士沢友治宮川 純造氏 保田 一隆 新冠 隆栄牧場 ４６０ ―１：２８．４１� ３５．７�
６１１ エムオーワンダー 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康大浅 貢氏 清水 英克 鵡川 樫村牧場 ４４４ ―１：２９．１４ ７．７�
６１２ ニシノシズル 牝３芦 ５４ 丹内 祐次西山 茂行氏 清水 英克 鵡川 西山牧場 ４４０ ―１：２９．２� ７．９	
３５ ケージータイヨー 牝３鹿 ５４ 菊池 憲太川井 五郎氏 水野 貴広 三石 松本牧場 ４６８ ―１：２９．８３� １２９．８

３６ パピヨンレデイ 牝３黒鹿５４ 土谷 智紀田島榮二郎氏 田子 冬樹 静内 出羽牧場 ４４２ ―１：３０．０１	 １１１．０�
７１３ ラバーズトウショウ 牝３栗 ５４ 伊藤 直人トウショウ産業� 小笠 倫弘 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４５８ ―１：３０．１� １１２．４
４８ グッドアズゴールド 牝３鹿 ５４

５１ ▲佐藤 聖也�グランド牧場 平井 雄二 静内 グランド牧場 ４３０ ― 〃 クビ １３６．０�
５１０ カ イ ゼ ン 牡３黒鹿５６ 柴田 未崎�和田牧場 和田 正道 静内 及川 麻吉 ４６８ ―１：３０．８４ ７８．９�
２４ リンドチャーミング 牝３栗 ５４

５３ ☆大野 拓弥鳴戸 雄一氏 中島 敏文 浦河 地興牧場 ４２０ ―１：３１．２２� １４４．１�
５９ ゲゼルシャフト 牡３鹿 ５６ 小林 淳一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４６８ ―１：３１．５２ １１５．３�

（１５頭）
７１４ リンガスセンター 牡３鹿 ５６ 木幡 初広伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 安田 豊重 ５３０ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １７，３８７，５００円 複勝： １９，３２８，２００円 枠連： ２５，７７５，９００円

普通馬連： ５７，８７０，１００円 馬単： ６６，２１０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９７３，９００円

３連複： ８２，００４，０００円 ３連単： 発売なし 計： ２８５，５５０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � ３６０円 � １３０円 枠 連（２－８） ４００円

普通馬連 �� ２，６５０円 馬 単 �� ３，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ２００円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １，９９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １７３８７５（返還計 ３７８３） 的中 � ５１７１９（２番人気）
複勝票数 差引計 １９３２８２（返還計 ５７３４） 的中 � ５３９３４（１番人気）� ８４３８（６番人気）� ４８１２４（２番人気）
枠連票数 差引計 ２５７７５９（返還計 ３４８） 的中 （２－８） ４８３３９（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ５７８７０１（返還計 ３７１２０） 的中 �� １６１４６（９番人気）
馬単票数 差引計 ６６２１０５（返還計 ４０２３５） 的中 �� １３１６５（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １６９７３９（返還計 １２９３９） 的中 �� ３７０８（１２番人気）�� ２７６９７（１番人気）�� ４８７９（９番人気）
３連複票数 差引計 ８２００４０（返還計１０６１８８） 的中 ��� ３０５５７（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．２―３６．８―４９．８―１：０２．５―１：１４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラテルテル �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 ダイナコスモス 初出走

２００５．４．２０生 牝３黒鹿 母 ナムラスピカ 母母 ノースボイズ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時５０分に変更。
〔競走除外〕 リンガスセンター号は，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４分遅延。
〔制裁〕 ニシノシズル号の騎手丹内祐次は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３３頭 イマジンノココロヲ号・エビアンビューティ号・ガッツパワー号・キタサンフシチョウ号・キョウエイドルチェ号・

グランシュヴァリエ号・グレースドットコム号・ケイアイパワフル号・ケイアイプラウド号・ケイツーシーガル号・
コンタクトシチー号・ジュエリータイム号・スカーレットダイヤ号・スピルードダム号・ツクバグランディ号・
ディアオリバー号・ディアディライト号・トーセンラグタイム号・ハイライト号・バレリーナシチー号・
バングラビート号・ブルージュ号・ベルモントプレミア号・ボタニカルアート号・マルターズアディラ号・
マルチメトリック号・ムリムリ号・メイショウルイビル号・ライジングショット号・ラヴファントム号・リアルハヤテ号・
レイコガンベロ号・ローリエファイバー号



０３０１８ ２月４日 晴 良 （２０東京１）第２日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

５９ ステラフィッサ 牝３青 ５４ 吉田 隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 静内 橋本牧場 ４３０ ―１：２４．４ １４．７�

６１１ ラズベリーハーツ 牝３青鹿 ５４
５３ ☆田中 博康�ターフ・スポート岩戸 孝樹 浦河 中島牧場 ４７６ ―１：２４．５� ４．５�

７１３ マルタカインプレス 牡３栗 ５６ 丹内 祐次高橋 義和氏 清水 美波 浦河 高松牧場 ５４８ ―１：２４．７１� ３．５�
１２ フ ジ ビ ヨ リ 牝３青 ５４ 戸崎 圭太荒木 誠氏 伊藤 伸一 静内 桜井牧場 ４９０ ―１：２４．９１� ６．７�

（大井）

２４ パ ロ ー レ 牝３青鹿５４ 御神本訓史 �キャロットファーム 清水 英克 門別 中前 義隆 ４０６ ―１：２５．２２ ９．４�
（大井）

１１ クリムゾンクエスト 牝３黒鹿５４ 村田 一誠 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４５０ ―１：２５．８３� １２．０	
８１６ マイネルパラスト 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 青森 坂本 正紀 ４８６ ― 〃 クビ １２．３

６１２ フ ク リ ュ ー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司村木 隆氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４９６ ―１：２６．０１� ８８．２�
４８ ウメノキャロル 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥楳津 繁氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４８４ ― 〃 クビ ６５．７�
３６ サンデーギャロップ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４６０ ―１：２６．１クビ ３７．１
７１４ コスモパスカル 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 中野渡清一 三石 松田牧場 ３９６ ― 〃 クビ ９９．０�

３５ トムアウトランダー 牡３栗 ５６ 石神 深一松崎 勉氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 ４７０ ―１：２６．２� ６．９�
（４４９５）

４７ ロマンフィールズ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一小野 博郷氏 石栗 龍彦 鵡川 新井牧場 ４４２ ―１：２６．４１� １２５．１�
２３ サマーシルクロード 牝３栗 ５４

５１ ▲佐藤 聖也セゾンレースホース� 根本 康広 門別 白井牧場 ４２４ ―１：２６．６１� ５３．２�
５１０ アメジストシチー 牝３黒鹿５４ 繁田 健一 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４４０ ―１：２７．１３ １０８．３�

（浦和）

８１５ ラーゴアズール 牡３黒鹿５６ 江田 照男 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田子 冬樹 青森 オオタ牧場 ４４２ ―１：３０．８大差 ６６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３１７，５００円 複勝： ２３，７０２，５００円 枠連： ２４，６９６，０００円

普通馬連： ６９，５０６，１００円 馬単： ６８，３８５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９９２，０００円

３連複： １００，０６４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３２１，６６３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ３５０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（５－６） ３，０３０円

普通馬連 �� ３，７３０円 馬 単 �� ８，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� １，０６０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ４，０１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６３１７５ 的中 � ８７９４（８番人気）
複勝票数 計 ２３７０２５ 的中 � １３２８７（８番人気）� ３７５２１（２番人気）� ５７６４２（１番人気）
枠連票数 計 ２４６９６０ 的中 （５－６） ６０２７（１８番人気）
普通馬連票数 計 ６９５０６１ 的中 �� １３７７３（１７番人気）
馬単票数 計 ６８３８５０ 的中 �� ６１４２（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９９２０ 的中 �� ３８９８（１７番人気）�� ４２１７（１４番人気）�� １３４４６（１番人気）
３連複票数 計１０００６４８ 的中 ��� １８４２７（１１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．０―１２．２―１１．８―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３６．０―４８．２―１：００．０―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステラフィッサ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 リアルシヤダイ 初出走

２００５．３．１０生 牝３青 母 タイキコメット 母母 ミーティングアジョーンド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時２０分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラーゴアズール号は，平成２０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１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アペレジーナ号・ウインリスペクト号・ウエスタンゴッド号・ウォルトンブッチ号・カネスラーナ号・

ショウナンバロール号・シンセサイザー号・スプリングルーシー号・タイキトライアンフ号・
チーフヴァージニア号・ネオファロス号・バラッドシチー号・バードダムール号・フジスイート号・ミラクルモア号・
リュートフルシティ号

※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。



０３０１９ ２月４日 晴 不良 （２０東京１）第２日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

８１６ セイカアレグロ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４９４＋ ４１：３７．６ ９．４�

７１３ ドリームスカイラブ 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆大野 拓弥セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ４７８＋ ４１：３７．７クビ ６６．４�

７１４ イイデシンゲン 牡３栗 ５６ 武 豊 �アールエスエーカントリ昆 貢 青森 扶桑牧場 ４９０－ ６１：３８．０２ １．４�
１１ ステイドリーム 牡３青 ５６ 蛯名 正義�ターフ・スポート佐々木亜良 門別 ナカノファーム ５０４－ ６ 〃 ハナ ２３．５�
１２ マイネルアベニール 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ６１：３８．２１� ２２．４�
３６ マキシマムラン 牡３鹿 ５６ 御神本訓史田中 昇氏 奥平 雅士 静内 岡田スタツド ５２０－ ８１：３８．５１� ２５．４	

（大井）

３５ フェイクスパ 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆田中 博康山上 和良氏 中川 公成 浦河 谷口牧場 ５０２＋ ４１：３９．１３� ２２．３


５１０ バーニングブライト 牡３青 ５６ 池添 謙一 �キャロットファーム 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４２２－ ６１：３９．２クビ ３２．７�
４７ ディアディアー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広ディアレスト 柄崎 孝 門別 新井 昭二 ４７４－ ４ 〃 ハナ １２６．９�
４８ ナムラハーン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４９８＋ ８１：３９．４１� １１．７
２４ � イーグルウッド 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝泉 俊二氏 水野 貴広 門別 豊洋牧場 ４９２＋ ６１：３９．７１� ９２．４�
６１１ ハンサムデイイヤツ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 石毛 善彦 千歳 社台ファーム ５２２＋ ４ 〃 クビ ２３．０�
６１２� ス タ ー ダ ム 牝３黒鹿５４ 小林 淳一栗嶋 豊明氏 郷原 洋行 静内 荒谷 英俊 ４８８± ０１：４０．１２� ２４４．６�
２３ 	 ミサトツヨシ 牡３鹿 ５６ 繁田 健一戸部 三治氏 野口 孝 門別 野口牧場 ４９４－ １ 〃 ハナ １４２．０�

（浦和） （浦和）

５９ スパイオブラヴ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一首藤 徳氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：４０．４２ ８５．１�
８１５� ドリームハーバー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲佐藤 聖也新井 孝治氏 内藤 一雄 浦河 岡本 昌市 ４８６＋ ６１：４１．０３� １８１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，３６２，５００円 複勝： ５５，０８０，４００円 枠連： ２９，５２５，３００円

普通馬連： １０６，８５８，６００円 馬単： １２３，２４９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，０３２，４００円

３連複： １５６，６９４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５３５，８０２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ２３０円 � ７１０円 � １１０円 枠 連（７－８） ６００円

普通馬連 �� ２１，９２０円 馬 単 �� ４６，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４５０円 �� ２９０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ７，８６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２３６２５ 的中 � ２７１４８（２番人気）
複勝票数 計 ５５０８０４ 的中 � ３２８６１（３番人気）� ７８２２（１０番人気）� ３４８１７５（１番人気）
枠連票数 計 ２９５２５３ 的中 （７－８） ３６４７８（３番人気）
普通馬連票数 計１０６８５８６ 的中 �� ３５９８（４４番人気）
馬単票数 計１２３２４９２ 的中 �� １９５４（７８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２０３２４ 的中 �� ２０４０（３６番人気）�� ３２５２８（２番人気）�� ５８６０（１２番人気）
３連複票数 計１５６６９４５ 的中 ��� １４７２６（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３５．５―４８．０―１：００．６―１：１３．１―１：２５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３７．０
３ ・（２，１３）（１，１２）９（１４，１６，１０）（７，８）（５，６，３，１１）－（１５，４） ４ ・（２，１３）（１，１２）（１４，９）（１６，１０）（７，６，８）１１（５，４）１５－３

勝馬の
紹 介

セイカアレグロ �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００７．６．３０ 福島１６着

２００５．３．９生 牡３鹿 母 セイカパンジー 母母 シンユーリード ９戦２勝 賞金 １５，７５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時４５分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アバレダイコ号・エイワイエヤス号・ギンザナイト号・クリスタルロバリー号・ジャガージャック号・シュリクン号・

ステディーラブ号・セッカチセージ号・レオソリスト号・レッツゴーヒチョリ号
※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。



０３０２０ ２月４日 晴 不良 （２０東京１）第２日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

２４ エルカミニート 牡５栗 ５７ 北村 宏司芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 山下 恭茂 B５２０－１０１：２４．２ ２２．６�

４８ ハタノワイズ 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド
ラック・ファーム B５３２－ ４ 〃 アタマ １２．７�

（大井）

１１ ヤエノアカハチ 牡４栗 ５７ 蛯名 正義�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４５４－ ８ 〃 アタマ ２．４�
３６ サニーケーティング 牡４鹿 ５７ 松岡 正海宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４７８± ０１：２４．３クビ ４０．３�
５９ リワードアルコン 牡５黒鹿５７ 江田 照男宮� 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ５３０± ０１：２４．５１� １２．６�
３５ クリールパトラー 牝４栗 ５５ 武 豊横山 修二氏 武 邦彦 様似 猿倉牧場 ５２８－１０１：２４．７� ９．７	
５１０� ゴールディーロック 牡４鹿 ５７ 田中 剛松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４７０＋ ２１：２４．８� １５．３

４７ マイニングゴールド 牡４栗 ５７ 柴田 善臣泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７２＋ ２１：２５．０１ ５．２�
７１４ ベルモントガロップ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人 �ベルモントファーム 堀井 雅広 鵡川 ベルモント

ファーム ４７２＋ ８ 〃 ハナ １２１．３�
１２ � トーホウカラブラン 牡４青鹿５７ 横山 典弘東豊物産� 古賀 史生 門別 竹島 幸治 B５０６＋ ２１：２５．３１� ６．５
６１２ サクラマテンロウ 牡５黒鹿５７ 吉永 護�さくらコマース小島 太 静内 伊藤 敏明 ４９０± ０ 〃 クビ １４８．７�
８１５ ジョウノガーベラ 牝４栗 ５５ 田中 勝春小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４６８＋ ２１：２６．１５ ２４．６�
８１６ マ シ ー ン 牡５鹿 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 門別 柏台牧場 ４７８＋ ８１：２６．３１� ７６．１�
６１１� ローリエカルラ 牝４鹿 ５５ 小林 淳一山本 精一氏 岩城 博俊 様似 小田牧場 ４４０－ ６１：２６．５１� １９１．９�
７１３ トウショウヒルズ 牡４栗 ５７ 武士沢友治トウショウ産業� 戸田 博文 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５１６＋１２１：２７．５６ １１２．２�
２３ ストームシャドウ 牡５鹿 ５７ 御神本訓史 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ５１８＋ ８１：２８．９９ ７０．８�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，２４４，６００円 複勝： ３７，１６３，１００円 枠連： ３４，９８２，１００円

普通馬連： １１６，９６８，９００円 馬単： １０８，４８２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，８１８，０００円

３連複： １６５，３１１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５１８，９７１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２６０円 複 勝 � ４９０円 � ４３０円 � １４０円 枠 連（２－４） ３，７７０円

普通馬連 �� １５，１７０円 馬 単 �� ３３，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９９０円 �� １，１７０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� １５，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５２４４６ 的中 � ８８４１（８番人気）
複勝票数 計 ３７１６３１ 的中 � １５４０７（８番人気）� １７８０５（７番人気）� １０８９５１（１番人気）
枠連票数 計 ３４９８２１ 的中 （２－４） ６８５１（１３番人気）
普通馬連票数 計１１６９６８９ 的中 �� ５６９２（３９番人気）
馬単票数 計１０８４８２８ 的中 �� ２３８８（７８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０８１８０ 的中 �� １８３９（３８番人気）�� ６６０９（１４番人気）�� ７５５０（１０番人気）
３連複票数 計１６５３１１６ 的中 ��� ７９４３（４５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．４―１１．８―１２．５―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．４―４６．２―５８．７―１：１１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３８．０
３ １６，８（３，９）－７（５，１３）（４，６，１２，１５）－（２，１）（１１，１４）１０ ４ ・（１６，８）９（３，７）－（５，６）－４，１３（１２，１，１５）２－１１（１０，１４）

勝馬の
紹 介

エルカミニート �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Secreto デビュー ２００５．１０．２２ 東京２着

２００３．５．２５生 牡５栗 母 イクテリーナ 母母 Sugar and Spice １２戦２勝 賞金 １９，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時１０分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コアレスディガー号
（非抽選馬） ３頭 アルファチャングミ号・ジャックローズ号・ダイシンツウィギー号
※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。



０３０２１ ２月４日 晴 良 （２０東京１）第２日 第９競走 ��
��２，４００�

は こ ね

箱 根 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）

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

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

８１５ ニシノコンドコソ 牡４栗 ５６ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ５０２－ ２２：２８．４ １３．１�

４７ マイネルファヴール 牡４鹿 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４８６＋ ２２：２８．５クビ ２１．７�

６１２ マイネルグラナーテ 牡４栗 ５６ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 三石 中村 和夫 B４９４－ ２ 〃 アタマ ３３．３�

（大井）

３５ スズノオオゴン 牡５鹿 ５７ 横山 典弘小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５４± ０２：２８．６� ５．８�
５９ ウイドーハンター 牡５鹿 ５７ 武 豊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８８＋ ６ 〃 ハナ ４．９�
３６ ダイワバゼラード 牡５鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４８４－ ２ 〃 クビ ２５．１�
１２ マイネルアンサー 牡４鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 三石 稲葉牧場 ５０２＋ ２２：２８．７クビ ３１．６	
１１ � ライオングラス 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝山本 英俊氏 角居 勝彦 米

Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

４９０－ ２ 〃 クビ １５．２

２４ トロフィーディール 牡５鹿 ５７ 繁田 健一青山 洋一氏 森 秀行 新冠 パカパカ

ファーム ４６６－１０２：２８．８� ７．５�
（浦和）

５１０ シンボリモーガン 	８鹿 ５７ 津村 明秀シンボリ牧場 鈴木 伸尋 静内 シンボリ牧場 ４２０＋ ２ 〃 アタマ １０３．５�
６１１ フェスティヴナイト 牡６鹿 ５７ 江田 照男臼井義太郎氏 斎藤 宏 静内 伊藤 昭次 ４６６＋ ６２：２８．９クビ ３５．８
７１３ ウエイクアイランド 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９４＋１４ 〃 クビ １７．３�
２３ � アドマイヤゴルゴ 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４９６－ ２２：２９．１１ １９．２�
８１６ コスモオースティン 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 三石 坂本牧場 ４８４± ０２：２９．４１
 ５．４�
４８ ウインボールド 牡４鹿 ５６ 御神本訓史�ウイン 山内 研二 静内 静内白井牧場 ４８８＋ ２２：２９．８２� ６４．０�

（大井）

７１４ タニノディキディキ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ ９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，８９０，３００円 複勝： ５７，４９１，１００円 枠連： ４７，１５６，１００円

普通馬連： １７８，８５４，９００円 馬単： １１４，５２０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，１９７，２００円

３連複： １９７，４３４，４００円 ３連単： ４５４，１９３，２００円 計： １，１２５，７３７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ４５０円 � ５７０円 � ８５０円 枠 連（４－８） ３，４３０円

普通馬連 �� １１，５８０円 馬 単 �� ２１，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７６０円 �� ４，３３０円 �� ３，４９０円

３ 連 複 ��� ９０，６２０円 ３ 連 単 ��� ４４７，５３０円

票 数

単勝票数 計 ３１８９０３ 的中 � １９２４３（６番人気）
複勝票数 計 ５７４９１１ 的中 � ３５８７２（７番人気）� ２６７０７（９番人気）� １７０６１（１３番人気）
枠連票数 計 ４７１５６１ 的中 （４－８） １０１７１（１８番人気）
普通馬連票数 計１７８８５４９ 的中 �� １１４０３（４９番人気）
馬単票数 計１１４５２０６ 的中 �� ３８５２（９６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４１９７２ 的中 �� ２８９５（５７番人気）�� ２５１０（６３番人気）�� ３１２７（５４番人気）
３連複票数 計１９７４３４４ 的中 ��� １６０８（２７１番人気）
３連単票数 計４５４１９３２ 的中 ��� ７４９（１４０９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１３．１―１３．１―１２．８―１２．８―１２．８―１２．４―１１．９―１０．９―１１．９―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―２４．６―３７．７―５０．８―１：０３．６―１：１６．４―１：２９．２―１：４１．６―１：５３．５―２：０４．４―２：１６．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノコンドコソ �
�
父 カリズマティック �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００６．７．３０ 新潟１着

２００４．４．２９生 牡４栗 母 ニシノチャペル 母母 シスターミル ９戦３勝 賞金 ３６，８４９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時３５分に変更。
〔制裁〕 マイネルグラナーテ号の騎手戸崎圭太は，１コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
※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 バンダムカーン号・ラムタラプリンス号・リバイバルシチー号
※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。



０３０２２ ２月４日 晴 良 （２０東京１）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�

そうしゅん

早春ステークス
発走１５時００分 （芝・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２４ マイネルキッツ 牡５栗 ５７ 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 B４９８＋ ６１：４７．０ ３．２�

１１ マイネルポライト 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西浦 勝一 三石 下屋敷牧場 ４９２－ ６１：４７．４２� ４．５�

８１６ サンデーストリーム �７栗 ５７ 戸崎 圭太小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 B４９８－ ２ 〃 クビ ２１．７�
（大井）

４８ ショウワモダン 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５２６＋１４１：４７．５クビ ５．９�
６１１ エリモファイナル 牝６黒鹿５５ 松岡 正海山本 慎一氏 北出 成人 えりも えりも農場 ４７２＋ ２ 〃 クビ １７．２�
１２ マルタカハーモニー 牡６黒鹿５７ 北村 宏司高橋 義和氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４９４＋ ２１：４７．６クビ ２３．５�
６１２ ア ク レ イ ム 牡６鹿 ５７ 田中 博康臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４８０＋１０１：４７．７� ３５．９	
７１４ トウキュウトップ 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４９６± ０ 〃 クビ ５９．３

８１５ サクラオリオン 牡６黒鹿５７ 柴山 雄一�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ４７４± ０１：４７．８クビ ９．８�
５１０ クラクエンスキー 牡７鹿 ５７ 岩田 康誠熊田 晋作氏 羽月 友彦 登別 青藍牧場 ４７６－ ６ 〃 アタマ ７．０�
３６ 	 バトルハートオー 牡７黒鹿５７ 御神本訓史宮川 秋信氏 矢作 芳人 浦河 多田 善弘 ４９０－１２１：４７．９� １１５．３

（大井）

４７ サンキンバスター 牡８鹿 ５７ 田中 剛河原 純之氏 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 ４９８－ ２１：４８．３２� １０３．１�
５９ コスモテナシャス 牡７鹿 ５７ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 早来 吉田牧場 B４８０＋１０１：４９．０４ ５７．８�
７１３ ユースフルデイズ 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ５２４＋ ２１：４９．３２ ３５．９�
２３ ホ ク レ レ 牝４鹿 ５４ 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：４９．６１
 ５０．３�
３５ サクラランサー 牡６鹿 ５７ 江田 照男�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ５１２＋１４１：５０．２３� ３０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，７１３，４００円 複勝： ５５，６１５，２００円 枠連： ５２，２３４，９００円

普通馬連： ２２２，８８３，１００円 馬単： １４８，７０８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，６８３，３００円

３連複： ２３３，５２３，５００円 ３連単： ５５２，６１９，２００円 計： １，３５８，９８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ４００円 枠 連（１－２） ５８０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� １，４９０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ６，５６０円 ３ 連 単 ��� ２４，６００円

票 数

単勝票数 計 ３８７１３４ 的中 � ９７４４０（１番人気）
複勝票数 計 ５５６１５２ 的中 � １３２２１１（１番人気）� ８６８４７（２番人気）� ２６４１７（７番人気）
枠連票数 計 ５２２３４９ 的中 （１－２） ６７０３５（１番人気）
普通馬連票数 計２２２８８３１ 的中 �� １９７０７８（１番人気）
馬単票数 計１４８７０８６ 的中 �� ７５０４４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４６８３３ 的中 �� ４３０５４（１番人気）�� ８５００（１８番人気）�� ５９９４（２６番人気）
３連複票数 計２３３５２３５ 的中 ��� ２６３０１（１４番人気）
３連単票数 計５５２６１９２ 的中 ��� １６５８５（５１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１１．９―１２．３―１２．１―１２．０―１１．３―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．０―３５．９―４８．２―１：００．３―１：１２．３―１：２３．６―１：３５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．７

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

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

マイネルキッツ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００５．９．２４ 中山６着

２００３．３．１８生 牡５栗 母 タカラカンナ 母母 クリムゾンラトラー １９戦５勝 賞金 ９１，９３６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０５分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 イースター号・ウインディグニティ号・エアサバス号・キングエクスプレス号・ゴージャスディナー号・

ドクターグリム号・トーセンクラウン号・ビッグタイガー号・ファイトクラブ号・ミストラルクルーズ号・
リアルコンコルド号

※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。



０３０２３ ２月４日 晴 不良 （２０東京１）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�第２２回根岸ステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （ダート・左）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，１９．１．２７以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，１９．１．２６以前の
GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬
限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

２４ ワイルドワンダー 牡６黒鹿５７ 岩田 康誠草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４４８－ ８１：２２．７ ２．５�

８１６ タイセイアトム 牡５鹿 ５７ 吉田 豊田中 成奉氏 矢作 芳人 三石 嶋田牧場 ５３２－ ４１：２２．９１� １３．４�
７１４ アドマイヤスバル 牡５青鹿５６ 村田 一誠近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５２０＋１２１：２３．０� ８．７�
３６ トーセンブライト 牡７鹿 ５６ 柴田 善臣島川 �哉氏 加藤 征弘 静内 岡田スタツド ５００± ０ 〃 アタマ １５．０�
４８ 	 カフェオリンポス 牡７栗 ５８ 勝浦 正樹西川 光一氏 松山 康久 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ５１６＋ ２１：２３．１� １２４．７�
８１５ メイショウバトラー 牝８鹿 ５５ 武 豊松本 好雄氏 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ５１８＋ ５１：２３．２� １８．４�
６１２	 ノボトゥルー 牡１２鹿 ５８ 後藤 浩輝	LS.M 森 秀行 米 Mr. & Mrs.

J. S. Moss ４５６－ ２１：２３．４１� １７２．１

３５ トラストジュゲム 牡６鹿 ５６ 池添 謙一菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ５１０＋ ４ 〃 アタマ １９．５�
４７ マイネルスケルツィ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５２６＋１６１：２３．５クビ ５．８�
６１１ レオエンペラー 牡４鹿 ５６ 江田 照男	レオ 田子 冬樹 門別 若林 武雄 ４９４－ ４１：２３．６
 １７．８
７１３	 シンボリグラン 牡６芦 ５７ 北村 宏司シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada ５３６＋１０１：２３．８１� ２１．５�
１２ 	 エイシンロンバード 牡６栗 ５７ 横山 典弘平井 豊光氏 小崎 憲 米

Brilliant Stables,
Inc., Morris Brothers
& Elliott Walden

５０２＋ ４１：２４．０１� ２４．１�
１１ リミットレスビッド 牡９栗 ５８ 蛯名 正義 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５１６－ １１：２４．２１� ２０．９�
５１０� ビッググラス 牡７鹿 ５７ 戸崎 圭太坪野谷和平氏 高橋 三郎 静内 マークリ牧場 ５３４＋ ２１：２４．６２� ４６．８�

（大井） （大井）

５９ 	� シルヴァーゼット 牡７芦 ５６ 御神本訓史清川 孝徳氏 高橋 三郎 愛 Mrs J. A.
Dene ５００± ０１：２５．２３� １２４．４�

（大井） （大井）

２３ トウショウギア 牡８鹿 ５６ 吉田 隼人トウショウ産業	 池上 昌弘 静内トウショウ牧場 B５２２＋ ２ （競走中止） １０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２４，５４９，９００円 複勝： １７７，７３８，１００円 枠連： １７２，９３９，９００円

普通馬連： ８４４，９４４，５００円 馬単： ５１３，１４６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９１，７６９，６００円

３連複： ９１９，０７７，６００円 ３連単： ２，１１０，６０８，２００円 計： ５，０５４，７７４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ４１０円 � ２２０円 枠 連（２－８） ９１０円

普通馬連 �� ２，４００円 馬 単 �� ３，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� ４６０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� ４，９３０円 ３ 連 単 ��� ２６，１５０円

票 数

単勝票数 計１２４５４９９ 的中 � ３９３４１０（１番人気）
複勝票数 計１７７７３８１ 的中 � ５１１７２４（１番人気）� ８２０７９（７番人気）� １８８３７４（３番人気）
枠連票数 計１７２９３９９ 的中 （２－８） １４１６１７（４番人気）
普通馬連票数 計８４４９４４５ 的中 �� ２６００８０（８番人気）
馬単票数 計５１３１４６３ 的中 �� １０４０５６（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９１７６９６ 的中 �� ４５１０２（９番人気）�� １１１１１６（２番人気）�� ２９９２６（１６番人気）
３連複票数 計９１９０７７６ 的中 ��� １３７７９０（１０番人気）
３連単票数 計２１１０６０８２ 的中 ��� ５９５７５（５６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．４―１２．０―１１．９―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．３―４６．３―５８．２―１：１０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイルドワンダー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００４．７．３ 福島７着

２００２．３．１９生 牡６黒鹿 母 ワルツダンサー 母母 ウィシングフォーアスター １９戦９勝 賞金 ２６０，５４３，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時４０分に変更。
〔競走中止〕 トウショウギア号は，競走中に疾病〔右第２指関節脱臼〕を発症したため４コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２４頭 アンクルリーサム号・ウォーターオーレ号・エアアドニス号・コスモラブシック号・サトノスローン号・

サンライズレクサス号・シアトルバローズ号・スクールボーイ号・ゼンノパルテノン号・タイキエニグマ号・
タイキジリオン号・トロピカルライト号・ドンクール号・ナトゥーア号・ハギノトリオンフォ号・ハスフェル号・
ピサノパテック号・フィフティーワナー号・マイネルアルビオン号・モエレアドミラル号・ヤマニンアラバスタ号・
ヤマニンメルベイユ号・レキシントンシチー号・ワンモアチャッター号

※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。



０３０２４ ２月４日 晴 良 （２０東京１）第２日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

５１０ マルブツライト 牡６鹿 ５７ 松岡 正海大澤 毅氏 北出 成人 静内 タイヘイ牧場 ４８６－ ４１：２２．３ ７．０�

６１２ シルクメガヒット 牝６黒鹿５５ 村田 一誠有限会社シルク武藤 善則 三石 水上 習孝 ４５０－ ８１：２２．６１� ８４．８�
４７ � モエレフィールド 牡５鹿 ５７ 吉永 護齋藤 實氏 中野 栄治 三石 中村 和夫 ５０８－ ２ 〃 アタマ ２０．７�
１１ ジェイケイセラヴィ 	４鹿 ５７ 横山 典弘小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８４＋ ２ 〃 クビ ５．１�
４８ クイックセイコー 牝６黒鹿５５ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ２１：２２．８１
 ６９．３�
６１１ ラドランファーマ 牝６鹿 ５５ 田中 勝春村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 B４９２＋ ８１：２２．９� ２８．２�
２４ ニシノアンサー 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４９８＋２６ 〃 ハナ ２１．５�
７１３ キングオザー 牡６芦 ５７ 土谷 智紀斉藤 等氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４５８＋１６１：２３．０� ９８．２	
５９ � ヴィヴァチッシモ 牝４栗 ５５ 武 豊山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８０＋ ６ 〃 クビ ２．７

３６ ワイルドソニック 牡６栗 ５７

５６ ☆田中 博康細谷 典幸氏 国枝 栄 早来 ノーザンファーム B５２０＋ ６１：２３．１� ３４．４�
１２ ベルジュール 牡５栗 ５７ 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４１：２３．４１� ４．３
７１４� チアフルワールド 牡６栗 ５７ 戸崎 圭太藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Katherine

Elam ５００＋ ２１：２３．５� ３５．９�
（大井）

８１５ エプソムメサイア 牝５鹿 ５５ 木幡 初広 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４５２－ ８ 〃 アタマ ８１．７�

３５ キングオブロマネ 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ５００－ ６１：２３．６� １６．８�
２３ � イノセントワールド 牡７栗 ５７ 繁田 健一 �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

B４９２＋ ２１：２４．４５ ８８．３�
（浦和）

（１５頭）
８１６ ゲ イ ル 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４７，５３９，８００円 複勝： ５７，８４１，５００円 枠連： ６５，８５２，８００円

普通馬連： ２３２，２８５，４００円 馬単： １７３，１２０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，７４４，４００円

３連複： ２３９，９９７，０００円 ３連単： ６４３，２１０，１００円 計： １，５２０，５９１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２５０円 � １，５７０円 � ５６０円 枠 連（５－６） ２，５２０円

普通馬連 �� ３３，３８０円 馬 単 �� ４９，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，７６０円 �� １，６７０円 �� １０，２１０円

３ 連 複 ��� ８５，０８０円 ３ 連 単 ��� ５９３，３７０円

票 数

単勝票数 計 ４７５３９８ 的中 � ５４１１０（４番人気）
複勝票数 計 ５７８４１５ 的中 � ７４１３０（４番人気）� ８３９５（１３番人気）� ２６０１９（７番人気）
枠連票数 計 ６５８５２８ 的中 （５－６） １９２９０（１１番人気）
普通馬連票数 計２３２２８５４ 的中 �� ５１３６（６１番人気）
馬単票数 計１７３１２０１ 的中 �� ２６０４（１００番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０７４４４ 的中 �� １９０５（６４番人気）�� ９２１０（１７番人気）�� １４４４（７３番人気）
３連複票数 計２３９９９７０ 的中 ��� ２０８２（１８１番人気）
３連単票数 計６４３２１０１ 的中 ��� ８００（１０８１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．７―３５．３―４７．１―５８．５―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルブツライト �
�
父 メジロライアン �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００４．１２．１２ 阪神２着

２００２．２．４生 牡６鹿 母 ク ー ル ラ ブ 母母 ホースメンテスコ ２９戦４勝 賞金 ７１，８９０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時１５分に変更。
〔出走取消〕 ゲイル号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 キングオブロマネ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 キングオブロマネ号は，平成２０年２月５日から平成２０年２月２４日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 アドマイヤダーリン号・グレイトフルタイム号・コアレスコジーン号・スリーセブンスピン号・ナンヨーイースト号・

バルバレスコ号・ピサノデュエル号・リキアイダンディ号
※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。



（２０東京１）第２日 ２月４日（月曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８４頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４９，９００，０００円
１０，６５０，０００円
２１，２６０，０００円
１，９７０，０００円
２７，６３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，５０６，５００円
５，０５６，０００円
１，８５８，４００円

勝馬投票券売得金
４１１，０１９，６００円
５８６，５６９，１００円
５２９，７３８，５００円
２，１０５，５３５，６００円
１，５７３，８１０，３００円
５３２，２５０，８００円
２，４８７，８６０，１００円
３，７６０，６３０，７００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 １１，９８７，４１４，７００円

総入場人員 １９，９４３名 （有料入場人員 １９，６９７名）




