
０３０６１ ２月１５日 晴 良 （２１東京１）第６日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

４７ � エアイグアス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-
ter Farm ４７０－１０１：２６．９ ２．６�

１１ タカラサンデー 牡３栗 ５６ 北村 宏司村山 義男氏 国枝 栄 新ひだか 幌村牧場 ５０２－ ８１：２７．１１� ４．３�
４８ ウインバンディエラ 牡３栗 ５６ 内田 博幸�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４６４＋ ６１：２７．８４ ３．７�
７１４ エドノゴールド 牡３鹿 ５６ 吉田 豊遠藤 喜松氏 高木 登 静内 マークリ牧場 ４５８－ ６１：２８．０１� １３．２�
５９ ハセハインドマーチ 牝３栗 ５４ 松岡 正海ニットー商事� 斎藤 誠 新冠 斉藤 安行 ４５２＋ ２１：２８．２１� ３１．４�
２４ アンシャンレジーム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ５２６－１２ 〃 ハナ １２．５	
８１５ ダイワモーメント 牡３青鹿５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 新ひだか 服部 牧場 ４７６－１０ 〃 同着 ８．９

６１１ コウギョウサクラ 牡３青 ５６ 小島 太一菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 B４３２＋ ４１：２８．９４ ４４．４�
３５ シルクタイトル 牡３鹿 ５６ 田中 勝春有限会社シルク南田美知雄 新冠 中央牧場 ４６０－ ２１：２９．０� ２３４．８�
１２ マチカネビャッコ 牡３芦 ５６

５３ ▲伊藤 工真細川 益男氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ４３４－ ２１：２９．１	 ２１７．７
３６ ゴーカイフォンテン 牡３鹿 ５６ 江田 照男吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 ４８６＋ ２１：２９．６３ １０１．９�
６１２ マイスイートベス 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹泉 俊二氏 水野 貴広 三石 ヒサイファーム ４３２－ ６１：３０．１３ ４２４．９�
２３ シックスシグマ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�RRA 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８２＋ ８１：３０．３１� １１６．１�
８１６ ユウワスーパー 牡３栗 ５６ 横山 義行平井 裕氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４５８＋ ４１：３０．４クビ ２９７．２�
７１３ トキノサミット 牡３青鹿５６ 柴山 雄一 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 地興牧場 ４８８－ ４１：３１．７８ １９０．４�
５１０ シャイニーミラクル 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎小林 昌志氏 �田 研二 平取 雅 牧場 ４８４± ０１：３３．５大差 ３４９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４３５，８００円 複勝： ３２，７１６，９００円 枠連： ２２，４１７，４００円

普通馬連： ７５，３１３，５００円 馬単： ５９，１５６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３８７，３００円

３連複： ８５，９６３，４００円 ３連単： １３６，１０６，４００円 計： ４５６，４９７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（１－４） ３３０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １９０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� ３，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２０４３５８ 的中 � ６３５２３（１番人気）
複勝票数 計 ３２７１６９ 的中 � １０７５３０（１番人気）� ５１４５９（２番人気）� ４９５６５（３番人気）
枠連票数 計 ２２４１７４ 的中 （１－４） ５０７４５（１番人気）
普通馬連票数 計 ７５３１３５ 的中 �� ９２８０５（２番人気）
馬単票数 計 ５９１５６５ 的中 �� ３９７１８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３８７３ 的中 �� ２７６８２（２番人気）�� ３６６３５（１番人気）�� １４６１７（４番人気）
３連複票数 計 ８５９６３４ 的中 ��� ８３７５１（１番人気）
３連単票数 計１３６１０６４ 的中 ��� ２９９００（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．７―４８．７―１：０１．４―１：１３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エアイグアス �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Gone West デビュー ２００９．１．１７ 中山２着

２００６．５．８生 牡３黒鹿 母 Macarena Macarena 母母 Angelic Song ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャイニーミラクル号は，平成２１年３月１５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ベルモントエックス号
（非抽選馬） １頭 ヤラマイカ号



０３０６２ ２月１５日 晴 良 （２１東京１）第６日 第２競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０分 （ダート・左）

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

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

８１４ トーセンルーチェ 牡３栗 ５６ 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 新冠 ハシモトフアーム ５６４－ ２２：１６．０ ４７．７�

４６ サンライズフェア 牡３鹿 ５６ C．ルメール 松岡 隆雄氏 羽月 友彦 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４８４± ０ 〃 クビ １．５�

（仏）

３４ ウォーエレファント 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 平山牧場 ４８８± ０２：１６．９５ ９．０�
６１０ ヴィーヴァジョーコ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 三石 広田牧場 ４３２± ０２：１７．７５ ３３．６�
１１ トーアショウリュウ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人東亜駿馬� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ ８．１�
２２ グリーンスターズ 牡３芦 ５６ 松岡 正海�有恒 小林 常泰 新ひだか 佐竹 学 ４７４＋ ２２：１７．９１� １９．０	
６１１ ミスハナウメノサト 牝３鹿 ５４ 武士沢友治田上 雅春氏 矢野 照正 静内 岡田スタツド ４７４－ ２２：１８．３２� １３２．８

５８ ブラストターブロウ �３鹿 ５６ 蛯名 正義村中 徳広氏 伊藤 伸一 静内 朝野 勝洋 ４８２－ ２２：１８．５１� １３８．１�
８１５ ジョーベルスター 牡３栗 ５６ 北村 宏司上田けい子氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ４９２－ ２２：１８．８２ ７．５�
３５ スーパーグランデラ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊村山 義一氏 谷原 義明 青森 石田 英機 ４８０－ ４２：１９．１１	 １５１．２
５９ シルククレヴァー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春有限会社シルク小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ５３２－ ８２：１９．３１� ２８．０�
７１２ ユキノヘラクレス 牡３芦 ５６ 石橋 脩井上 基之氏 柴田 政人 新ひだか フジワラフアーム ５４４－１２２：１９．７２� ２６．８�
７１３ タマモルンバ 牡３芦 ５６ 津村 明秀タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ５２４＋ ２２：１９．９１ ３４４．１�
２３ ヤマイチボム 牡３黒鹿５６ 木幡 初広坂本 肇氏 南田美知雄 新冠 川上牧場 ４８０＋ ２２：２０．４３ ４７．５�
４７ デ イ ジ ー 牝３鹿 ５４ 村田 一誠内藤 好江氏 田子 冬樹 宮城 高友産業 ４０４－ ２２：２１．４６ ２９６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，１７４，０００円 複勝： ５３，８２８，０００円 枠連： ２２，２４４，２００円

普通馬連： ６９，３８８，１００円 馬単： ６３，３８０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２４７，１００円

３連複： ７２，０９５，４００円 ３連単： １３４，６９４，６００円 計： ４６０，０５１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，７７０円 複 勝 � ７４０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（４－８） ３６０円

普通馬連 �� １，９８０円 馬 単 �� ８，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� ２，７４０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ４，５１０円 ３ 連 単 ��� ５７，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２１１７４０ 的中 � ３５００（１０番人気）
複勝票数 計 ５３８２８０ 的中 � ６３９２（１０番人気）� ３６３４６４（１番人気）� ３３５０１（３番人気）
枠連票数 計 ２２２４４２ 的中 （４－８） ４６２３５（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９３８８１ 的中 �� ２５９１２（８番人気）
馬単票数 計 ６３３８０５ 的中 �� ５５１８（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２４７１ 的中 �� ５３７８（１１番人気）�� １８４２（２８番人気）�� ２６００８（２番人気）
３連複票数 計 ７２０９５４ 的中 ��� １１８１６（１７番人気）
３連単票数 計１３４６９４６ 的中 ��� １７２７（１５８番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．４―１２．９―１３．８―１３．８―１２．９―１３．７―１２．９―１２．５―１２．３―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．６―３１．５―４５．３―５９．１―１：１２．０―１：２５．７―１：３８．６―１：５１．１―２：０３．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンルーチェ �
�
父 マリエンバード �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００９．１．４ 中山７着

２００６．２．１９生 牡３栗 母 フ ァ ー ザ 母母 Baya ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出走取消馬 レッシブル号（疾病〔左前挫跖〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ガンダイオー号・ジャンボマズル号
（非抽選馬） １頭 メジロハリー号
※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。



０３０６３ ２月１５日 晴 良 （２１東京１）第６日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・左）

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

８１５ クリアソウル 牝３栗 ５４ 内田 博幸有限会社シルク斎藤 誠 静内 千代田牧場 ４３８＋ ４１：４０．９ ３．０�

６１１ ロジゴールド 牝３栗 ５４ 横山 典弘久米田正明氏 粕谷 昌央 日高 インターナショ
ナル牧場 ４６６＋ ６１：４１．１１� ２．７�

３６ スイートフローラル 牝３鹿 ５４ C．ルメールシンボリ牧場 坂本 勝美 門別 シンボリ牧場 ４３０－ ４ 〃 ハナ ５．８�
（仏）

７１４ ビクトリアスバイオ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二バイオ� 松山 将樹 平取 坂東牧場 ４６８－ ２１：４１．２クビ ８９．６�
６１２ カントリードーター 牝３栗 ５４ 小林 淳一�協和牧場 斎藤 宏 新冠 協和牧場 ４７０－ ４１：４１．６２� ２７．６�
４８ シャドウノート 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義飯塚 知一氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４６８± ０１：４２．２３� ６０．０	
１１ ジェイケイラン 牝３黒鹿５４ 村田 一誠小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム B４６６－ ４ 〃 ハナ ２１２．０

１２ オーゴンビュティ 牝３青 ５４ 吉田 豊永田 清男氏 高木 登 日高 長谷部牧場 ４５４－１４ 〃 クビ ２８．２�
２３ セイカドルチェ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４４０＋ ６１：４２．６２� １４．８�
８１６ イシュトリルトン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩水谷 精吾氏 清水 英克 門別 シンコーファーム ４４４－１４１：４２．７� ２０１．０
３５ オーゴンオーカン 牝３栗 ５４ 江田 照男永田 清男氏 谷原 義明 日高 浜本 幸雄 ４３４－１２１：４２．８� ３６．８�
５９ コスモカサブランカ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 静内 千代田牧場 ４６０－ ８ 〃 ハナ ２４．３�
４７ ミキノハート 牝３鹿 ５４ 小野 次郎谷口 久和氏 保田 一隆 静内 グランド牧場 ４５２± ０１：４３．１２ ９９．１�
７１３ カワキタラブポップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人川島 吉男氏 大和田 稔 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４７０－ ４１：４３．２� ９．７�

２４ クールディアス 牝３栗 ５４ 北村 宏司川上 哲司氏 坂本 勝美 三石 久井牧場 ４４０＋１２１：４６．７大差 ８１．１�
５１０ イーストソフィー 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎東 哲次氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４６４－ ８１：４８．１９ ２５３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７１８，１００円 複勝： ２８，５３６，２００円 枠連： ２２，６７４，７００円

普通馬連： ７７，０６２，８００円 馬単： ５８，２４５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６５８，１００円

３連複： ８６，００１，４００円 ３連単： １３２，４２２，９００円 計： ４４９，３１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（６－８） ３７０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３７０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� ２，９４０円

票 数

単勝票数 計 １８７１８１ 的中 � ５０８２０（２番人気）
複勝票数 計 ２８５３６２ 的中 � ７４１０３（１番人気）� ７０９６９（２番人気）� ３２８５７（３番人気）
枠連票数 計 ２２６７４７ 的中 （６－８） ４５５５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ７７０６２８ 的中 �� １５６５０１（１番人気）
馬単票数 計 ５８２４５６ 的中 �� ５１０２９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６５８１ 的中 �� ４８３９５（１番人気）�� １４９７０（３番人気）�� １６０７９（２番人気）
３連複票数 計 ８６００１４ 的中 ��� ８４１９５（１番人気）
３連単票数 計１３２４２２９ 的中 ��� ３３３４６（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．２―１２．８―１３．１―１３．０―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３６．０―４８．８―１：０１．９―１：１４．９―１：２７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．１―３F３９．０
３ １３，９，１４，３，１２，１０（１１，６）１５（８，５）（４，７）１，２－１６ ４ ・（９，１３）１４，１２，３（１１，６）１５，８（４，５）（７，１）（２，１０）１６

勝馬の
紹 介

クリアソウル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１０．１２ 東京３着

２００６．３．４生 牝３栗 母 キャトルセゾン 母母 エミネントガール ７戦１勝 賞金 １１，３５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クールディアス号・イーストソフィー号は，平成２１年３月１５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。
（非当選馬） ２頭 アコガレノダンス号・ユキノクイーン号
（非抽選馬） １頭 ヴァイタペ号
※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。



０３０６４ ２月１５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１東京１）第６日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

４６ トーセンエックス �６栗 ６０ 穂苅 寿彦島川 �哉氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４９４＋ ４３：２０．７ ９．１�

７１１ スリーメガトン 牡４栗 ５９ 高野 容輔永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４９４－ ８３：２０．９１ １６．０�
７１２ メジロトンキニーズ 牝７鹿 ５８ 浜野谷憲尚�メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 ５２０＋ ２３：２１．６４ ５．６�
５７ スプリングロック 牡４栗 ５９ 大庭 和弥加藤 春夫氏 沢 峰次 様似 清水 誠一 ４４８－ ４３：２２．９８ ８．２�
８１３� サトノスローン 牡６栗 ６０ 山本 康志里見 治氏 藤沢 和雄 米 Forging

Oaks LLC ４７０± ０３：２３．０� ２．０	
２２ � ローランジェネルー 牡８鹿 ６０ 宗像 徹斉藤 敏博氏 水野 貴広 英

G. Strawbridge and
London Thorough-
bred Services Ltd

５１６± ０３：２３．６３� １１．０

４５ 	 スルーザグリーン �５鹿 ６０ 柴田 未崎誓山 正伸氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 ４５８＋ ４３：２３．８１
 ４９．５�
３４ サンベルナール 牡５鹿 ６０ 高野 和馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田子 冬樹 新冠 斉藤 安行 ４６０－ ６３：２４．４３� ３１．４�
８１４	 エイトゴーオン 牝５青鹿５８ 平沢 健治玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 原口牧場 ４５２－ ８３：２５．０３� ８３．０
１１ ナ ス ノ オ ー 牡４鹿 ５９ 金子 光希広田 健司氏 二ノ宮敬宇 浦河 不二牧場 ４８６ ―３：２６．１７ ６６．５�
５８ オーミシーサー 牡４芦 ５９ 柴田 大知岩� 僖澄氏 佐々木亜良 三石 三石ビクト

リーファーム ５５４＋１６３：２７．８大差 １１６．４�
６１０ ハセノダンディ 牡８栗 ６０ 五十嵐雄祐長谷川成利氏 大江原 哲 静内 野坂牧場 ４８６＋ ２３：２９．２９ ３９．５�
６９ ワ ン サ イ ド 牡４黒鹿５９ 水出 大介塩入 満洋氏 平井 雄二 静内 田中 裕之 ４７６＋１０３：３５．８大差 １７７．９�
３３ エアフォルツァ 牡７鹿 ６０ 横山 義行 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８２－ ２ （競走中止） １２．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，７５５，８００円 複勝： １８，１７１，４００円 枠連： ２０，０３２，０００円

普通馬連： ５８，５３５，５００円 馬単： ４６，３３７，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６３５，７００円

３連複： ６６，４６４，４００円 ３連単： １０８，０６１，７００円 計： ３５０，９９４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ３２０円 � ３３０円 � ２１０円 枠 連（４－７） １，５１０円

普通馬連 �� ５，１２０円 馬 単 �� ８，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４５０円 �� １，１５０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� １１，０４０円 ３ 連 単 ��� ７１，３４０円

票 数

単勝票数 計 １５７５５８ 的中 � １３７６４（４番人気）
複勝票数 計 １８１７１４ 的中 � １４５２０（４番人気）� １３４７４（５番人気）� ２５７７２（２番人気）
枠連票数 計 ２００３２０ 的中 （４－７） ９７９３（７番人気）
普通馬連票数 計 ５８５３５５ 的中 �� ８４５３（２０番人気）
馬単票数 計 ４６３３７６ 的中 �� ３９８２（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６３５７ 的中 �� ２９５３（２０番人気）�� ３７８０（１３番人気）�� ４５５７（９番人気）
３連複票数 計 ６６４６４４ 的中 ��� ４４４６（３２番人気）
３連単票数 計１０８０６１７ 的中 ��� １１１８（２０５番人気）

上り １マイル １：４６．０ ４F ５２．１－３F ３９．０
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」
１
�

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

２
�

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

勝馬の
紹 介

トーセンエックス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００５．６．２６ 函館５着

２００３．５．４生 �６栗 母 プリミティブアート 母母 プリンセストリステ 障害：２戦１勝 賞金 ８，５８０，０００円
〔競走中止〕 エアフォルツァ号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ゴスペル号・テイエムウミナリ号・リバルドボーイ号



０３０６５ ２月１５日 晴 良 （２１東京１）第６日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０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

２３ ラミアクイーン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４３４ ―１：４９．８ ６．７�

７１４ スマイルトゥゲザー 牝３黒鹿５４ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４１８ ― 〃 クビ １７．６�
６１２ ダイワハスラー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二大城 敬三氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４７２ ―１：４９．９� ８．３�
５９ ブレーブビスティー 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹備前島敏子氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 ４７０ ―１：５０．０クビ ４１．８�
４８ ベッロカリーノ 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４６４ ―１：５０．２１ ９．５�
３５ リワードボーガン 牡３栗 ５６ 五十嵐雄祐宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４９０ ―１：５０．３� ７６．０�
８１６ レッドジュエル 牝３鹿 ５４ 青木 芳之 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４８６ ― 〃 ハナ ３５．８

５１０ ハ ク サ ン 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４２４ ―１：５０．８３ ７５．３�
６１１ タッチミーノット 牡３黒鹿５６ C．ルメール 吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９０ ― 〃 クビ １．９�

（仏）

３６ トーセントロタノワ 牡３栗 ５６ 武士沢友治島川 哉氏 斎藤 宏 新ひだか 小倉 光博 ５１２ ―１：５１．０１� １８．２�
１１ ポ ッ ピ イ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８４ ―１：５１．１� １０．５�
７１３ オースミライセンス 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎	オースミ 菅原 泰夫 日高 白井牧場 ４７０ ― 〃 アタマ ３５．２�
４７ トウカイバサラ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎内村 正則氏 成島 英春 新冠 長浜牧場 ４６８ ―１：５１．５２� ７９．９�
２４ ブレインストーム 牡３鹿 ５６ 小林 淳一 �ユートピア牧場 土田 稔 登別 ユートピア牧場 ４９６ ―１：５１．９２� １９６．９�
８１５ シンボリオセロット 牡３栗 ５６ 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 ４６２ ―１：５４．２大差 １７３．５�
１２ ブルートゥギャザー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 	ブルーマネジメント鈴木 伸尋 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４９８ ―１：５５．０５ ９８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，３５５，０００円 複勝： ３２，６４６，３００円 枠連： ２４，９４３，５００円

普通馬連： ８１，７９３，８００円 馬単： ６４，５７７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，８２６，１００円

３連複： ８３，４５９，４００円 ３連単： １２９，９６１，１００円 計： ４６８，５６２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２４０円 � ５１０円 � ２７０円 枠 連（２－７） ３，１９０円

普通馬連 �� ４，４８０円 馬 単 �� １０，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５９０円 �� ８３０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� １３，４２０円 ３ 連 単 ��� ８６，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２６３５５０ 的中 � ３１１６８（２番人気）
複勝票数 計 ３２６４６３ 的中 � ４０４０７（２番人気）� １４９５７（７番人気）� ３３０５３（３番人気）
枠連票数 計 ２４９４３５ 的中 （２－７） ５７７１（１１番人気）
普通馬連票数 計 ８１７９３８ 的中 �� １３５０４（１６番人気）
馬単票数 計 ６４５７７６ 的中 �� ４６３５（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４８２６１ 的中 �� ３７９７（１８番人気）�� ７７０５（７番人気）�� ２８９６（２１番人気）
３連複票数 計 ８３４５９４ 的中 ��� ４５９０（４０番人気）
３連単票数 計１２９９６１１ 的中 ��� １１０６（２３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３６．５―４９．２―１：０１．９―１：１４．５―１：２６．７―１：３７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．３

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

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

勝馬の
紹 介

ラミアクイーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Akarad 初出走

２００６．３．２１生 牝３鹿 母 クイーンモード 母母 Modiyna １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルートゥギャザー号は，平成２１年３月１５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２４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２４頭 アタゴペガサス号・ウェイビングパース号・エーブシュテルン号・オルトリンデ号・オレサイキョー号・

クリスチャンパール号・ケイズエスティーム号・ゴレアドール号・ジョウノボヘミアン号・シルクトレジャー号・
スズカスコーピオン号・スズノネオ号・ストームブルーム号・スピネッタ号・タケショウナムジ号・
タケデンエンデバー号・ティアップムトオー号・プチョット号・ヘディングマキ号・マイネルディアデム号・
マタハリクー号・マドリガルトゥユー号・ミスターチョウサン号・レアメタル号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０３０６６ ２月１５日 晴 良 （２１東京１）第６日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

４５ アプレザンレーヴ 牡３芦 ５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５３０－１２２：０１．０ ２．７�

１１ ピサノカルティエ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成市川 義美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８６－ ２２：０１．５３ ３．３�
８１３ ネオレボルーション 牡３青鹿５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２２：０１．７１� ６．９�
５６ トレジャーバトル 牡３栗 ５６ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４６４± ０２：０１．８� ２６．５�
３３ マジックシアター 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人飯田 正剛氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８０－ ６２：０１．９� １４．５�
６９ マ イ ヨ ー ル 牡３芦 ５６ 内田 博幸岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ４８２－ ６ 〃 クビ ３３．２�
５７ ラークキャロル 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４０２－ ４２：０２．０クビ ５１．２	
２２ � モエレオフィシャル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二西森 鶴氏 高木 登 三石 松本牧場 ５０８± ０２：０２．２１� １１．０

７１１ メジロワーロック 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ４９６－ ２ 〃 アタマ ８．３�
６８ エアパグナス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４０－ ４２：０２．７３ ２８．７
４４ ブラストクロノス 牡３黒鹿５６ 石橋 脩村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 村下 明博 ４５８－１０ 〃 クビ ５９．８�
８１２ ネ コ パ ン チ 牡３黒鹿５６ 江田 照男桐谷 茂氏 小林 常泰 浦河 大道牧場 B４５８－ ２ 〃 ハナ １０２．１�
７１０ フォージドスチール 牡３黒鹿５６ 高山 太郎�三登 佐藤 全弘 浦河 宮内牧場 ５０２－ ８２：０３．９７ ９４．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３４，４７３，３００円 複勝： ５１，１８０，６００円 枠連： ２６，０７８，７００円

普通馬連： １１９，０４４，１００円 馬単： ８０，５２１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，００７，４００円

３連複： １１１，２４６，３００円 ３連単： ２００，５７４，６００円 計： ６５９，１２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（１－４） ４２０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３５０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ２，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３４４７３３ 的中 � １０１６７３（１番人気）
複勝票数 計 ５１１８０６ 的中 � １１４５８３（２番人気）� １２１６３２（１番人気）� ７７８７２（３番人気）
枠連票数 計 ２６０７８７ 的中 （１－４） ４６８９５（１番人気）
普通馬連票数 計１１９０４４１ 的中 �� ２２５３３０（１番人気）
馬単票数 計 ８０５２１８ 的中 �� ７１１４０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６００７４ 的中 �� ５５５０６（１番人気）�� ２２９７２（４番人気）�� ２５６１３（２番人気）
３連複票数 計１１１２４６３ 的中 ��� １１６００２（１番人気）
３連単票数 計２００５７４６ 的中 ��� ６０２２４（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．３―３６．２―４８．５―１：０１．２―１：１３．９―１：２６．６―１：３８．１―１：４９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．４

３ ６，９（２，３，１３）１２（５，１０）４（１，７）８，１１
２
４

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

アプレザンレーヴ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Highest Honor デビュー ２００８．１２．２８ 阪神４着

２００６．３．１３生 牡３芦 母 レーヴドスカー 母母 Numidie ３戦２勝 賞金 １３，１００，０００円
〔制裁〕 アプレザンレーヴ号の騎手松岡正海は，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１００，０００円。（１２番・１１番・

１０番への進路影響）
アプレザンレーヴ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（３番への進
路影響）

※出走取消馬 ムクドク号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 エストシャイン号・コハクジョー号・サクラルーラー号・ピサノシンボル号・ピースオブラック号・ブレイブワイズ号



０３０６７ ２月１５日 晴 良 （２１東京１）第６日 第７競走 ��
��１，３００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

５９ トーセンセイント 牡５鹿 ５７ 吉田 豊島川 �哉氏 柴崎 勇 静内 増本牧場 ５０６－ ４１：１８．８ ３．７�

１２ アプローズヒーロー 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５８－ ２１：１９．１２ １４．２�
４７ � デルマレグルス 牡４栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真浅沼 廣幸氏 矢野 照正 門別 ファニーヒルファーム ４３６－ ９１：１９．２クビ ２１４．６�
５１０ シルキーキュート 牝５黒鹿５５ 武士沢友治有限会社シルク保田 一隆 三石 タツヤファーム ４９２－ ２１：１９．３� ３８．４�
８１６ スペシャルハート 牡４栗 ５７ 内田 博幸芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ４７８－ ２１：１９．４	 ３．６�
６１１ バーニングブライト 牡４青 ５７ 勝浦 正樹 �キャロットファーム 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４２４－ ６１：１９．７１� ６１．３	
２４ � アルフェラッツ 牝５鹿 ５５

５２ ▲草野 太郎山下 恭茂氏 天間 昭一 浦河 山下 恭茂 ４８８－ ４ 〃 アタマ ４９．１

２３ 
� スコルピオンキッス 牝５栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 米 Shadai Farm ４６６＋ ８ 〃 ハナ ４．８�
７１３ ソシアルグレイシー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：１９．８	 ９．５
４８ アップグレーデッド 牡５芦 ５７ 吉田 隼人�大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ

ファーム ４８６＋ ３１：１９．９	 ３４．６�
７１４� ナンヨーサンセット 牡４鹿 ５７ 田中 勝春中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４７６－１６ 〃 アタマ １５２．７�
１１ 
 トーセンクロス 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成島川 �哉氏 小笠 倫弘 米

Robert N. Clay
& Fair Way
Equine, LLC

B５１０＋ ２１：２０．０� ９．４�
３５ 
 ハピネスフォーユー 牝４栗 ５５ 大野 拓弥飯田 正剛氏 久保田貴士 米 Dr. Masa-

take Iida B４９２± ０１：２０．６３	 １２．４�
６１２
 エイワショウグン 牡７黒鹿５７ 石橋 脩永井公太郎氏 松山 康久 米

Spendthrift
Farm LLC &
James Brown

B５５６＋ ６１：２１．１３ ５２．４�
８１５� パワートップスター 牡４鹿 ５７ 小野 次郎�まの 成島 英春 門別 高山 博 ５０８＋ ２１：２２．６９ ２２６．９�
３６ コロナドスマイル 牝４栗 ５５ 村田 一誠宮川 純造氏 中川 公成 新冠 的場牧場 ４５０－ ４１：２３．２３	 ９１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，５６５，１００円 複勝： ４５，２８０，７００円 枠連： ２８，４１５，６００円

普通馬連： １１９，７０５，５００円 馬単： ７５，０８９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，９１９，４００円

３連複： １１０，８９６，２００円 ３連単： １８９，９９５，０００円 計： ６２７，８６６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � ３５０円 � ５，３４０円 枠 連（１－５） ８８０円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ３，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� １２，７６０円 �� ４１，０４０円

３ 連 複 ��� １６８，０６０円 ３ 連 単 ��� ５７２，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２５５６５１ 的中 � ５５４８５（２番人気）
複勝票数 計 ４５２８０７ 的中 � １１８２８５（１番人気）� ３０７３７（６番人気）� １５５６（１５番人気）
枠連票数 計 ２８４１５６ 的中 （１－５） ２４０５３（３番人気）
普通馬連票数 計１１９７０５５ 的中 �� ４２００５（８番人気）
馬単票数 計 ７５０８９４ 的中 �� １６５０４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２９１９４ 的中 �� １０３３０（９番人気）�� ６１７（６７番人気）�� １９１（１０３番人気）
３連複票数 計１１０８９６２ 的中 ��� ４８７（２０８番人気）
３連単票数 計１８９９９５０ 的中 ��� ２４５（９２８番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１１．７―１２．２―１２．３―１２．０―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．９―２９．６―４１．８―５４．１―１：０６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンセイント �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２００６．７．３０ 新潟１８着

２００４．４．１３生 牡５鹿 母 クラッシーマダム 母母 Soho Sunday １８戦３勝 賞金 ４１，８８０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コロナドスマイル号は，平成２１年３月１５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。
（非当選馬） ２頭 ラインステッチ号・ラインディーヴァ号
（非抽選馬） １頭 ブルーヴァンパイヤ号



０３０６８ ２月１５日 晴 良 （２１東京１）第６日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （芝・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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１６ エイダイセルリア 牝４黒鹿５５ 津村 明秀�東振牧場 武市 康男 鵡川 東振牧場 ４２２＋１８１：３５．７ ５３．１�

４８ カ ピ タ ー ノ 牡５黒鹿５７ 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４７２－ ４１：３５．９１� ２１．１�

５９ パリスエトランゼル 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５１２－ ４１：３６．２１� ２５．５�
２４ ニシノマルス 牡４鹿 ５７ 江田 照男西山 茂行氏 高橋 祥泰 鵡川 西山牧場 ４７８－ ２１：３６．３� ２８．５�
６１２ プリンセスドルチェ 牝６鹿 ５５ 吉田 豊吉田 勝己氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４４４± ０１：３６．４� ７．６�
５１０ ナムラノブナガ 牡４青 ５７ 勝浦 正樹奈村 信重氏 田村 康仁 浦河 中島牧場 ４９０＋ ４１：３６．６１	 ２１．０	
４７ ジュメイラムーン 牡４鹿 ５７ C．ルメール �グリーンファーム 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４９４± ０ 〃 クビ ４．９


（仏）

８１５ ア ナ ナ ス 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 地興牧場 ４７６－ ２１：３６．７クビ ５．０�
６１１ ミラクルロンド 牝４黒鹿５５ 田中 勝春吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４１２－ ４１：３６．８� ７．６�
３５ ア ブ ラ シ オ 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成有限会社シルク河野 通文 浦河 梅田牧場 ４６０－ ４ 〃 クビ ４．３
７１３
 シルクアイオロス 牡５黒鹿５７ 大庭 和弥有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 B５０６± ０１：３６．９クビ １０４．９�
２３ シーディドアラバイ 牝５青鹿５５ 柴山 雄一齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４４４－ ２１：３７．２２ １８．６�
７１４
 プ ー ク ン 牡５栗 ５７ 北村 宏司林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：３７．３� ２１６．５�
３６ 
 チーフヴァージニア 牝４黒鹿５５ 高山 太郎篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４２８－１７１：３７．４� １６３．５�
１２ 
 レディプリンセス 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 松山 将樹 三石 ケイアイファーム ４４８＋１２ 〃 クビ １４０．４�
１１ ロコロンドン 牝５栗 ５５ 石橋 脩堤 賢一氏 堀 宣行 門別 下河辺牧場 ４７２＋１８１：３７．６１� １０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，２９８，５００円 複勝： ４１，１９４，８００円 枠連： ３７，３５３，２００円

普通馬連： １２２，３２７，７００円 馬単： ７６，４４３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１０５，６００円

３連複： １２１，２４６，９００円 ３連単： ２０２，０７３，８００円 計： ６６１，０４３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，３１０円 複 勝 � １，４６０円 � ６２０円 � ９８０円 枠 連（４－８） １，１６０円

普通馬連 �� ５８，７８０円 馬 単 �� １４３，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，７３０円 �� ９，７１０円 �� ７，３８０円

３ 連 複 ��� ２８１，３９０円 ３ 連 単 ��� １，５５３，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２８２９８５ 的中 � ４２０２（１２番人気）
複勝票数 計 ４１１９４８ 的中 � ７１９９（１２番人気）� １８１８１（９番人気）� １１０３８（１１番人気）
枠連票数 計 ３７３５３２ 的中 （４－８） ２３９０２（４番人気）
普通馬連票数 計１２２３２７７ 的中 �� １５３６（８１番人気）
馬単票数 計 ７６４４３３ 的中 �� ３９４（１７０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１０５６ 的中 �� ９０５（６７番人気）�� ８１３（６９番人気）�� １０７２（６１番人気）
３連複票数 計１２１２４６９ 的中 ��� ３１８（３１６番人気）
３連単票数 計２０２０７３８ 的中 ��� ９６（１７８７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１２．１―１２．４―１２．６―１１．５―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３５．４―４７．８―１：００．４―１：１１．９―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイダイセルリア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００７．１１．１０ 福島８着

２００５．３．３１生 牝４黒鹿 母 エイダイクイン 母母 ユキノサンライズ １０戦２勝 賞金 １４，９００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１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。
（非抽選馬） ４頭 サトノウインク号・サマーレプタンサ号・センシュアルドレス号・トーセンステルス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０３０６９ ２月１５日 晴 良 （２１東京１）第６日 第９競走 ��
��１，６００�ヒヤシンスステークス

発走１４時３５分 （ダート・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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４５ カネトシコウショウ 牡３青鹿５６ 田中 勝春兼松 利男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４５８－ ２１：３８．４ １５．５�

５６ ランフォルセ 牡３青鹿５６ 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４６４± ０ 〃 クビ ３．２�
６９ � ラヴェリータ 牝３芦 ５４ C．ルメール �ノースヒルズマネ

ジメント 松元 茂樹 米 Dell Ridge
Farm ４９６－ ４１：３８．５クビ ４．７�

（仏）

７１１� エイシンアマデウス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘平井 豊光氏 久保田貴士 米 John J Carey ４８２－ ４１：３８．８１� ８．４�
８１３ メイショウダグザ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８２± ０１：３８．９� ２６．１�
７１０ キクノアポロ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩菊池 五郎氏 野中 賢二 新冠 赤石 久夫 ４８８－ ８１：３９．０クビ ６．８�
２２ セイクリムズン 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ５０４＋ ２１：３９．４２	 ２１．６	
３３ アドバンスウェイ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４８８－ ２ 〃 クビ １４．３

５７ レッドヴァンクール 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：３９．５� ８．８�
１１ フキラウソング 牝３栗 ５４ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６４－ ４１：３９．６クビ １９．８
６８ グラスキング 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０４± ０１：３９．７	 ６８．３�
４４ � リスペクトキャット 牡３黒鹿５６ 吉田 豊吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Brushwood

Stable ４７８＋ ３ 〃 クビ ３３．０�
８１２� ゼットサンサン 牡３栗 ５６ 松岡 正海�フォーレスト 山内 研二 米 Sebastian

L. Varney ４９４－１４１：３９．９１
 ２４．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４６，５４７，４００円 複勝： ７７，０１０，７００円 枠連： ４７，４９８，０００円

普通馬連： ２２８，４３３，０００円 馬単： １２１，２１７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，８７７，３００円

３連複： １９９，９６９，８００円 ３連単： ３９５，０９２，８００円 計： １，１７０，６４６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５５０円 複 勝 � ３７０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（４－５） １，３８０円

普通馬連 �� ２，６４０円 馬 単 �� ７，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� １，２６０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ４，７５０円 ３ 連 単 ��� ３７，２２０円

票 数

単勝票数 計 ４６５４７４ 的中 � ２３８０２（７番人気）
複勝票数 計 ７７０１０７ 的中 � ４１３１２（７番人気）� １８４３１７（１番人気）� １１１２０５（２番人気）
枠連票数 計 ４７４９８０ 的中 （４－５） ２５５３２（４番人気）
普通馬連票数 計２２８４３３０ 的中 �� ６４０１９（９番人気）
馬単票数 計１２１２１７３ 的中 �� １１９１５（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４８７７３ 的中 �� １１２５７（１２番人気）�� ９８６２（１５番人気）�� ５２５８０（１番人気）
３連複票数 計１９９９６９８ 的中 ��� ３１０７２（９番人気）
３連単票数 計３９５０９２８ 的中 ��� ７８３６（９２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１２．０―１２．８―１３．１―１２．３―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．０―３６．０―４８．８―１：０１．９―１：１４．２―１：２６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシコウショウ �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 ラシアンルーブル デビュー ２００８．８．１６ 札幌２着

２００６．４．２３生 牡３青鹿 母 タカノラベンダー 母母 クラウンシヤトー ９戦２勝 賞金 ３２，５２９，０００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。



０３０７０ ２月１５日 晴 良 （２１東京１）第６日 第１０競走 ��
��１，４００�

ひ ば り

雲雀ステークス
発走１５時１０分 （芝・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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

８１６ ドラゴンファング 牡４鹿 ５７ C．ルメール 加藤 守氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム ４８６± ０１：２０．６ ２．３�

（仏）

３６ メガトレンド 牡７黒鹿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 ５１０± ０１：２０．９１� ９．１�
７１４ ゲ イ ル 牡６鹿 ５７ 内田 博幸近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６２－１２１：２１．１１� ２３．２�
８１５ コウユーキズナ 牝５黒鹿５５ 三浦 皇成加治屋康雄氏 領家 政蔵 門別 森永牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ６３．９�
４８ ショウナンアクロス 牡４鹿 ５７ 和田 竜二国本 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 ４９８± ０１：２１．２クビ ４０．６�
６１２	 アーバニティ 牡５黒鹿５７ 田中 勝春 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５０４－ ２ 〃 ハナ ４．５�
５９ 	 ヴィヴァチッシモ 牝５栗 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：２１．３� １９．３	
６１１ グレイトフルタイム 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 追分 追分ファーム ５３４－１４１：２１．４� ２３．０

５１０ レッドビームシチー 牡７鹿 ５７ 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 豊浦 飯原牧場 B４９２± ０ 〃 クビ ２９．３�
２３ クランエンブレム 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５０６± ０ 〃 アタマ ６．５
１１ ジョイントスターズ 牡８鹿 ５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 静内 及川 幸夫 ４６８－ ８１：２１．７２ ４８．６�
２４ アドマイヤディーノ 牡６鹿 ５７ 横山 典弘近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４８６－ ４１：２１．８クビ １８．８�
３５ マイネルパシオン 牡７青鹿５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柄崎 孝 静内 ビツグレツドフアーム ４８２－ ８１：２１．９� ６０．４�
７１３ ショウナンタレント 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４６４＋ ４１：２２．６４ ９０．９�
４７ 
 タイキラファエロ 牡７鹿 ５７ 丹内 祐次�大樹ファーム 清水 美波 愛 H and Y

Bloodstock Co ５４０＋１０１：２２．９１� １００．２�
１２ コスモラヴアゲイン 牡７青鹿５７ 伊藤 直人 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 静内 泊 寿幸 ４８８－ ４１：２３．０� ２４５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，２６０，８００円 複勝： ７６，７２７，３００円 枠連： ５５，７６５，２００円

普通馬連： ２５２，５４７，１００円 馬単： １４７，４２２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，２７９，５００円

３連複： ２３５，２１０，３００円 ３連単： ４９８，３２８，３００円 計： １，３７４，５４１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ２３０円 � ５１０円 枠 連（３－８） ８３０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １，０４０円 �� ２，１９０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� １５，４６０円

票 数

単勝票数 計 ４７２６０８ 的中 � １６７４８５（１番人気）
複勝票数 計 ７６７２７３ 的中 � ２４２３３７（１番人気）� ７８３１６（４番人気）� ２７０２２（８番人気）
枠連票数 計 ５５７６５２ 的中 （３－８） ５０１１８（３番人気）
普通馬連票数 計２５２５４７１ 的中 �� １９４４５５（２番人気）
馬単票数 計１４７４２２９ 的中 �� ７４７０８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１２７９５ 的中 �� ３８９５８（２番人気）�� １４１２９（８番人気）�� ６４４６（２５番人気）
３連複票数 計２３５２１０３ 的中 ��� ３３６６４（１３番人気）
３連単票数 計４９８３２８３ 的中 ��� ２３８００（２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３４．３―４５．７―５７．０―１：０８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンファング �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ダンスオブライフ デビュー ２００８．４．１３ 福島１着

２００５．３．１９生 牡４鹿 母 タイキメビウス 母母 タイキミステリー ８戦４勝 賞金 ５６，８２１，０００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。



０３０７１ ２月１５日 晴 良 （２１東京１）第６日 第１１競走 ��
��３，４００�第５９回ダイヤモンドステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左）

４歳以上，２０．２．１６以降２１．２．８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 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

３：３０．３
３：３０．３

良

良

５９ モンテクリスエス 牡４鹿 ５３ 北村 宏司毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５３６＋ ６３：２９．４レコード ６．９�

７１４ ブレーヴハート 牡７黒鹿５３ 小野 次郎吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２２＋ ２３：２９．６１� ３７．２�
６１１ スノークラッシャー 牡４栃栗５２ 松岡 正海齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４４０－ ２３：２９．８１� １１．８�
４８ ベンチャーナイン 牡４鹿 ５５ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ５００± ０３：２９．９� ８．９�
１１ ゴーウィズウィンド 牡１０黒鹿４９ 伊藤 工真岡田 牧雄氏 星野 忍 新冠 オートファー

ム �渡 B４７４－ ８３：３０．３２� １６１．２�
２４ エーシンダードマン 牡５青鹿５３ 内田 博幸平井 宏承氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４８６－ ８３：３０．９３� ７．１�
４７ ドラゴンファイヤー 牡５栗 ５６ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７８＋ ６３：３１．０� １３．３	
３５ ウォーゲーム 牡５青鹿５３ 横山 典弘 
社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１８－ ６３：３１．１クビ ９．９�
５１０ トウカイエリート 牡９黒鹿５６ 石橋 脩内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４８４－１６ 〃 クビ ３２．７�
７１３ ブラックアルタイル 	７黒鹿５４ 吉田 隼人 
社台レースホース二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４９０－ ２３：３１．５２� ４６．０
６１２ ハギノジョイフル 	５鹿 ５３ 三浦 皇成安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６８－ ８３：３１．６� ２６．１�
３６ フローテーション 牡４栗 ５６ C．ルメール 臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８６± ０３：３２．０２� ３．１�

（仏）

８１６ ビービーファルコン 	５鹿 ５４ 田中 勝春
坂東牧場 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４５２－ ４３：３２．２１� １０．３�
８１５ ウインカーディナル 牡７黒鹿５２ 吉田 豊�ウイン 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４９８＋ ２３：３２．４１ １１１．７�
２３ ドリームフライト 牡５栗 ５３ 西田雄一郎吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ５０２－ ８３：３５．６大差 ３４．４�
１２ 
 サケダイスキ 牡６鹿 ５０ 江田 照男臼井義太郎氏 奥平 雅士 平取 二風谷ファーム ４７２－１６３：３６．９８ ６７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２７，７０１，３００円 複勝： １７５，１６６，７００円 枠連： １８８，６９５，４００円

普通馬連： ９４６，２４８，０００円 馬単： ４８９，８１２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０３，２９７，１００円

３連複： １，０５６，０４６，４００円 ３連単： ２，２２１，４８８，４００円 計： ５，４０８，４５６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２５０円 � ８５０円 � ３８０円 枠 連（５－７） ３，８６０円

普通馬連 �� １４，８９０円 馬 単 �� ２６，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，８００円 �� １，３９０円 �� ４，９７０円

３ 連 複 ��� ４８，７９０円 ３ 連 単 ��� ３０７，４２０円

票 数

単勝票数 計１２７７０１３ 的中 � １４６９２０（２番人気）
複勝票数 計１７５１６６７ 的中 � ２０９３４４（３番人気）� ４７６７２（１１番人気）� １２０２１５（６番人気）
枠連票数 計１８８６９５４ 的中 （５－７） ３６１６５（１８番人気）
普通馬連票数 計９４６２４８０ 的中 �� ４６９００（４７番人気）
馬単票数 計４８９８１２７ 的中 �� １３４１６（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０３２９７１ 的中 �� １３０５１（４７番人気）�� ３７０８６（１５番人気）�� ９９２２（５９番人気）
３連複票数 計１０５６０４６４ 的中 ��� １５９７７（１４６番人気）
３連単票数 計２２２１４８８４ 的中 ��� ５３３３（８３０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１１．９―１２．８―１１．５―１１．８―１２．１―１３．０―１２．３―１１．９―１３．０―１３．５―１２．２―１２．０―１１．９―１１．９
―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．９―２４．３―３６．２―４９．０―１：００．５―１：１２．３―１：２４．４―１：３７．４―１：４９．７―２：０１．６―２：１４．６―２：２８．１

２，６００� ２，８００� ３，０００� ３，２００�
―２：４０．３―２：５２．３―３：０４．２―３：１６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４９．１―３F３７．１
１
�

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

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

モンテクリスエス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００８．１．１９ 京都２着

２００５．２．２１生 牡４鹿 母 ケイウーマン 母母 Friendly Finance １５戦４勝 賞金 １１５，２１５，０００円
〔制裁〕 ゴーウィズウィンド号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１２番・１６番

への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マイネルネオス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０３０７２ ２月１５日 晴 良 （２１東京１）第６日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０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

２３ カネスラファール 牡５黒鹿５７ 内田 博幸杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９０－ ４１：３７．６ ２．９�

４７ マイディアサン 牡５栗 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４９２－ ２ 〃 ハナ ６．８�
７１４� リックチョモランマ 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一斎木 隆男氏 清水 英克 静内 三宅牧場 ５０６－１０１：３８．２３� ６８．４�
６１２� トーセンマンボ 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５３８－ ４１：３８．３	 １４．１�
６１１
 エ イ ワ ナ ギ 牡６鹿 ５７ 松岡 正海永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B５３６＋ ４１：３８．４クビ ６．０�
１２ ローンウルフ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７２± ０ 〃 アタマ ５．４	
２４ ニシノテンカ 牡５黒鹿５７ 吉田 豊西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４７２± ０１：３８．５	 ７．０

１１ レオソリスト 牡４黒鹿５７ 江田 照男�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 ５２８＋ ２１：３８．６	 ２５．７�
５１０ チャイニーズフレア 牝５鹿 ５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４５８－ ２１：３９．２３� ３６．３
４８ ウエスタンリジ �７鹿 ５７ 小野 次郎西川 賢氏 保田 一隆 静内 北西牧場 ５０８－１０ 〃 クビ １７１．３�
３５ シルクスターシップ 牡６芦 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 静内 千代田牧場 ５２０＋ ２１：３９．３クビ １７．８�
５９ ハウンドコップ 牡１０鹿 ５７ 丹内 祐次齊藤四方司氏 清水 美波 千歳 社台ファーム B５１０－ ２１：３９．４	 ２６０．１�
８１６ アレクシオス 牡６栗 ５７

５４ ▲千葉 直人 �サンデーレーシング 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ４１：３９．５� ５３．２�
７１３ ビービーファング �６鹿 ５７ 石橋 脩�坂東牧場 柴田 政人 平取 高橋 啓 ４６２－１４１：３９．９２� １５２．８�
８１５ ダンシングボーイ 牡６鹿 ５７ 郷原 洋司伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 北星村田牧場 ４７４－ ６１：４１．１７ １１３．１�
３６ コ ヅ ル 牝４黒鹿５５ 田中 勝春�グランド牧場 上原 博之 静内 グランド牧場 ４３４－ ２１：４２．２７ ５７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５８，４２１，２００円 複勝： ８１，２９９，７００円 枠連： ７６，９０７，２００円

普通馬連： ２５４，１３０，６００円 馬単： １５６，９３５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７０，７９１，６００円

３連複： ２６７，５６７，２００円 ３連単： ６０１，８２４，９００円 計： １，５６７，８７８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２５０円 � １，０１０円 枠 連（２－４） ９５０円

普通馬連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ２，５４０円 �� ６，８６０円

３ 連 複 ��� ２４，９７０円 ３ 連 単 ��� ７９，４２０円

票 数

単勝票数 計 ５８４２１２ 的中 � １６１３４３（１番人気）
複勝票数 計 ８１２９９７ 的中 � ２１７７９０（１番人気）� ８０９６６（４番人気）� １４６２７（１１番人気）
枠連票数 計 ７６９０７２ 的中 （２－４） ６０３３０（３番人気）
普通馬連票数 計２５４１３０６ 的中 �� １５０８３５（４番人気）
馬単票数 計１５６９３５７ 的中 �� ５７６１５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７０７９１６ 的中 �� ３４２４８（４番人気）�� ６６３０（２７番人気）�� ２４１０（５４番人気）
３連複票数 計２６７５６７２ 的中 ��� ７９０９（６７番人気）
３連単票数 計６０１８２４９ 的中 ��� ５５９３（２４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．２―４７．７―１：００．２―１：１２．６―１：２５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネスラファール �
�
父 ミ シ エ ロ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．７．２ 函館１２着

２００４．５．１１生 牡５黒鹿 母 サムソンフェアリー 母母 テ ィ ス ワ ３０戦４勝 賞金 ６２，６９０，０００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 エヴァシャイン号
（非抽選馬） １頭 グラスゴッド号



（２１東京１）第６日 ２月１５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 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

２６５，９４０，０００円
１６，７５０，０００円
１，８５０，０００円
２７，２５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，４３５，０００円
５，７０４，８００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
４７０，７０６，３００円
７１３，７５９，３００円
５７３，０２５，１００円
２，４０４，５２９，７００円
１，４３９，１４０，９００円
６０７，０３２，２００円
２，４９６，１６７，１００円
４，９５０，６２４，５００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １３，６５４，９８５，１００円

総入場人員 ４４，４１０名 （有料入場人員 ４３，５４８名）




