
０３０７３ ２月２１日 晴 重 （２１東京１）第７日 第１競走 ��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

２３ ティアップハーレー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義田中 昇氏 高木 登 浦河 佐々木 恵一 ４７６＋ ４１：１８．１ ４．４�

８１６ モアザンストーム 牡３青鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４６６± ０１：１８．７３� ７．３�
６１２ カフェマーシャル 牡３芦 ５６ 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５０８＋ ２１：１９．０１� ３．８�
１２ コスモジブリル 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 郷原 洋行 新ひだか 中橋 正 ４２８＋ ２１：１９．５３ ２７．０�
４８ ダイワオーダー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一大城 敬三氏 嶋田 功 日高 坂口 豊翼 ４７４－ ４１：１９．８１� ３５０．１�
４７ トウカイトルネード 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝内村 正則氏 後藤 由之 浦河 中島牧場 ４７８＋ ２１：１９．９� ２９．０�
５９ ビッグナイト 牡３栗 ５６ 吉田 隼人坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 芳住 革二 B４５６－ ４ 〃 ハナ ５７．２	
８１５ トウショウターボ 牡３栗 ５６ 武士沢友治トウショウ産業
 斎藤 宏 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７８± ０１：２０．３２� ３４．７�
２４ キングヴァント 牡３栗 ５６ 内田 博幸�桜井牧場 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４７０－ ２１：２０．４� ２．４�
７１４ コパノファンタメ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 高野牧場 B４８６＋ ２１：２０．５� １８．４

（大井）

５１０ マ リ リ ン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司根本 忠義氏 水野 貴広 門別 中前 義隆 ４６６＋ ２１：２０．８２ １２１．６�
１１ ストロングサークル 牝３栗 ５４

５１ ▲草野 太郎村木 篤氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４０６＋ ８１：２１．０１� １５５．４�
３６ ジェットリリー 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人村田 哲朗氏 平井 雄二 日高 三輪牧場 ４７４－ ６１：２１．４２� １０３．９�
３５ ダ リ 牡３鹿 ５６ 石神 深一 �天羽�治牧場 堀井 雅広 日高 長田ファーム ４４０＋ ６１：２１．８２� ３１４．５�
７１３ カプリシャス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人宮崎 利男氏 伊藤 正徳 新冠 秋田牧場 ４２８－ ８１：２１．９クビ １０４．６�

（１５頭）
６１１ パ ギ 牝３鹿 ５４ 武 豊加藤 信之氏 鹿戸 雄一 新ひだか 坂本 智広 ４４２＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １８，０３５，９００円 複勝： ３３，７３８，７００円 枠連： ２２，５０３，６００円

普通馬連： ６６，２５２，４００円 馬単： ４５，７３７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６３８，７００円

３連複： ７０，４１０，０００円 ３連単： １００，５４１，３００円 計： ３７９，８５８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １４０円 � ２５０円 � １５０円 枠 連（２－８） ６５０円

普通馬連 �� １，７００円 馬 単 �� ２，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ３６０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，５５０円 ３ 連 単 ��� １４，５８０円

票 数

単勝票数 差引計 １８０３５９（返還計 ８８８２） 的中 � ３２９３９（３番人気）
複勝票数 差引計 ３３７３８７（返還計 １４５７６） 的中 � ７３５４０（２番人気）� ２８１９９（４番人気）� ６４７３６（３番人気）
枠連票数 差引計 ２２５０３６（返還計 ４４２１） 的中 （２－８） ２５７２２（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ６６２５２４（返還計 ８２６１１） 的中 �� ２８７８５（５番人気）
馬単票数 差引計 ４５７３７９（返還計 ６０６１４） 的中 �� １１５８０（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２６３８７（返還計 ２９０８８） 的中 �� ８６１０（５番人気）�� １７１６３（３番人気）�� ７５０８（７番人気）
３連複票数 差引計 ７０４１００（返還計１５８６７９） 的中 ��� ２０４２６（７番人気）
３連単票数 差引計１００５４１３（返還計２３１３０４） 的中 ��� ５０９０（３５番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．７―１１．１―１２．１―１２．３―１１．８―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１７．８―２８．９―４１．０―５３．３―１：０５．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティアップハーレー �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１１．９ 東京５着

２００６．５．２４生 牡３栗 母 ネーハイエンプレス 母母 ネーハイビユーテイ ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔競走除外〕 パギ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 オンワードラート号・クニサキレモネード号・クリスパワー号・グローリアスクイン号・トーセンストロング号・

ノアビビッド号・メジロハイヌーン号・ヤマノカントリー号
※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。



０３０７４ ２月２１日 晴 重 （２１東京１）第７日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・左）

牝，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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

５９ フ ラ コ コ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一西浦 和男氏 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 ４９０ ―１：２８．２ ２２．１�

７１４ ゴ ウ キ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝中村 政勝氏 池上 昌弘 静内 畠山牧場 ４１８ ―１：２８．４１� ２９．０�
６１２ マルハチラブーム 牝３鹿 ５４ 鷹野 宏史ニットー商事� 菊川 正達 浦河 鮫川 啓一 ４５０ ―１：２８．６１� ７２．６�
３６ ベルモントダイヤ 牝３黒鹿５４ 高橋 智大 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５０６ ―１：２８．７� ２２５．８�
１１ サーフロック 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�グランド牧場 手塚 貴久 静内 グランド牧場 ４２２ ―１：２８．８� １０１．６�
４７ ソ ラ ウ ラ ラ 牝３鹿 ５４ 増沢由貴子村田 滋氏 鈴木 康弘 青森 一山牧場 ４０６ ―１：２８．９� １９．５	
６１１ クロフネマリア 牝３芦 ５４ 吉田 豊尾上 松壽氏 高橋 裕 新冠 土井牧場 ４７４ ―１：２９．０クビ １．３

５１０ ヤギリプリンセス 牝３鹿 ５４ 武士沢友治内田 勝治氏 成島 英春 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４４４ ― 〃 クビ １１３．４�
８１５ チャームロビン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠タマモ� 中川 公成 新ひだか 前田牧場 ４２２ ―１：２９．２１ １１．９�
７１３ ゴレアドール 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �キャロットファーム 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４３４ ― 〃 ハナ １２．９
４８ リーゾラビアンコ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 利章 新ひだか キヨタケ牧場 ４５０ ―１：２９．６２� ５１．５�
１２ ダッパージェム 牝３鹿 ５４ 柴田 大知北所 直人氏 粕谷 昌央 鵡川 上水牧場 ４２６ ―１：２９．９１� ９８．１�
２３ アネモスダンサー 牝３栗 ５４ 江田 照男�木村牧場 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 ４６４ ―１：３０．７５ １１．３�
３５ スイートコトドール 牝３鹿 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 鹿戸 雄一 日高 シンボリ牧場 ４４８ ―１：３１．１２� ３６．９�
８１６ シャンディア 牝３鹿 ５４ 土谷 智紀内藤 好江氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４８８ ―１：３１．２クビ ５５．９�
２４ アプリコットブーケ 牝３栗 ５４

５１ ▲池崎 祐介内藤 好江氏 小桧山 悟 青森 オオタ牧場 ４２４ ―１：３２．５８ ２８３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２３３，２００円 複勝： ２８，７６５，３００円 枠連： １８，７０５，６００円

普通馬連： ５１，５２７，４００円 馬単： ４７，９４５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６９１，４００円

３連複： ５４，９９０，８００円 ３連単： ９３，５０９，２００円 計： ３３３，３６８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２１０円 複 勝 � ４５０円 � ９８０円 � １，４５０円 枠 連（５－７） ５，０７０円

普通馬連 �� １６，８８０円 馬 単 �� ４２，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３９０円 �� ８，４５０円 �� ９，１５０円

３ 連 複 ��� ２１８，１９０円 ３ 連 単 ��� １，１６９，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２１２３３２ 的中 � ７６０４（６番人気）
複勝票数 計 ２８７６５３ 的中 � １８４３８（４番人気）� ７５３６（８番人気）� ４９５１（１１番人気）
枠連票数 計 １８７０５６ 的中 （５－７） ２７２６（１６番人気）
普通馬連票数 計 ５１５２７４ 的中 �� ２２５４（３６番人気）
馬単票数 計 ４７９４５３ 的中 �� ８３１（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６９１４ 的中 �� １２２５（３２番人気）�� ４８４（５９番人気）�� ４４７（６１番人気）
３連複票数 計 ５４９９０８ 的中 ��� １８６（２６６番人気）
３連単票数 計 ９３５０９２ 的中 ��� ５９（１２８５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．３―１３．４―１３．２―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．２―３６．５―４９．９―１：０３．１―１：１５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ラ コ コ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Gone West 初出走

２００６．５．２２生 牝３鹿 母 グリーンプリンセス 母母 Capades 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１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 アイリッシュミスト号・グラッドストック号・ケンタッキーブルー号・サニーストリート号・シャドウティアラ号・

ショウサンウルル号・ショウナンマゴコロ号・スイートオベルジュ号・デウィデウィ号・ニホンピロピンキー号・
ノボニョ号・ブライティアカフェ号・マスターコーク号・マンテンノホシ号・モリモリプリンセス号・
ユノマニッシュ号・ルナロッソ号・レインズオブパワー号・レディラブノット号



０３０７５ ２月２１日 晴 重 （２１東京１）第７日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

３５ � ケイアイダイコク 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米
B & B Zietz Stables, Inc.,
Bruce Henry Zietz &
Beverly Kay Zietz

４６８＋ ４１：３８．３ ６．０�

４７ ベルモントガリバー 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント
ファーム ５００－ ８ 〃 ハナ ３．８�

（大井）

１２ ヴィーヴァミラコロ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 静内 カントリー牧場 ４７６－ ６１：３８．８３ ２．８�
１１ � レオパレード 牡３鹿 ５６ 小野 次郎吉田 和美氏 加藤 征弘 英 Shortgrove

Manor Stud ４５６± ０１：３８．９クビ ２６．２�
２３ ユウユウラビット 牡３栗 ５６ 柴山 雄一喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 B５２８± ０ 〃 クビ ２２．２�
３６ ツクバショウグン 牡３栗 ５６ 木幡 初広荻原 昭二氏 土田 稔 門別 ヤナガワ牧場 ５０６－ ２１：３９．２１� ４２．５	
４８ プラチナタイム 牡３芦 ５６ 北村 宏司�グランド牧場 蛯名 信広 静内 グランド牧場 B４４８＋ ４１：３９．３� ８６．４

８１６ ワンツーリターン 牡３栗 ５６ 内田 博幸渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ５０２－ ２１：３９．６１� ５．８�
６１２ トキメキヒーロー 牡３栗 ５６ 松岡 正海片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４４２－ ２１：３９．７� ９．２�
６１１ モリトキボウ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 斉藤英牧場 ４５８－ ５１：３９．８� ９８．８
５１０ キンタロウアメ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春小田切有一氏 古賀 慎明 三石 沼田 照秋 ５３８＋１６ 〃 ハナ ７０．１�
７１３ クリアーアゲン 牡３鹿 ５６ 江田 照男浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４５８＋ ４１：４０．１１� ４１．９�
２４ エイチエヌラスカ 	３黒鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人鳴田 啓志氏 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム ４４０－ ４１：４０．６３ ５３４．３�
７１４ ホワイトコマンダー 牡３芦 ５６ 石神 深一長谷川光司氏 堀井 雅広 新冠 越湖牧場 ４９６± ０１：４１．２３� ３５０．４�
８１５ エアフォースワン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 ４６４－ ４１：４５．４大差 １１４．４�

（１５頭）
５９ � エーシンレベルハイ 牝３芦 ５４ 柴田 善臣平井 宏承氏 畠山 吉宏 米 Winches-

ter Farm ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２４，５４１，５００円 複勝： ３７，３５９，４００円 枠連： ２１，０７９，１００円

普通馬連： ７２，５９０，１００円 馬単： ５０，８９０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１５３，９００円

３連複： ７６，５０８，６００円 ３連単： １１３，９９６，３００円 計： ４２１，１１９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（３－４） １，１００円

普通馬連 �� １，１５０円 馬 単 �� ２，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ３８０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ７，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２４５４１５ 的中 � ３２７５７（４番人気）
複勝票数 計 ３７３５９４ 的中 � ５３８６６（３番人気）� ７３５１９（２番人気）� ８１２３９（１番人気）
枠連票数 計 ２１０７９１ 的中 （３－４） １４２１６（４番人気）
普通馬連票数 計 ７２５９０１ 的中 �� ４６６０９（４番人気）
馬単票数 計 ５０８９０６ 的中 �� １６００６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１５３９ 的中 �� １４７３４（３番人気）�� １５１５８（２番人気）�� ２３６３７（１番人気）
３連複票数 計 ７６５０８６ 的中 ��� ５５８７８（１番人気）
３連単票数 計１１３９９６３ 的中 ��� １１７９９（８番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．８―１１．９―１２．６―１２．８―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．６―３５．４―４７．３―５９．９―１：１２．７―１：２５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．４
３ ・（８，１６）（１１，１３）２（５，１５）－（１，７，１０）１４（３，１２）４，６ ４ ・（８，１６）（２，１１，１３）５（１，１５）７（３，１０，１４）１２（４，６）

勝馬の
紹 介

�ケイアイダイコク �
�
父 Decarchy �

�
母父 Seattle Dancer デビュー ２００８．１２．２７ 阪神７着

２００６．２．２５生 牡３栗 母 Cantina 母母 Chick Or Two ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔出走取消〕 エーシンレベルハイ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エアフォースワン号は，平成２１年３月２１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） １頭 ハイヌーンナゲット号
（非抽選馬） ２頭 ケイアイシンドウ号・コスモプライド号
※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。



０３０７６ ２月２１日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２１東京１）第７日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時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

７１１ ドクターグリム 牡７鹿 ６０ 穂苅 寿彦松岡 悟氏 根本 康広 門別 庄野牧場 ４７４＋ ２３：２０．７ ３．７�

８１４ バ シ ケ ー ン 牡４栗 ５９ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４４± ０３：２１．０１� ４７．２�
４６ スズカイエロー 牡６鹿 ６０ 宗像 徹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ５１８＋１０３：２１．５３ １４．９�
５７ ヨシカツゾー 牡４芦 ５９ 大庭 和弥古川 智洋氏 佐藤 吉勝 静内 岡田牧場 ５１０＋ ２３：２２．５６ ２３．７�
６１０ エイトシード 牝４鹿 ５７ 平沢 健治玉置 辰次氏 南田美知雄 静内 片岡 博 ４４０＋ ４ 〃 クビ １２６．８�
８１３ マチカネアマテラス 牝５栗 ５８ 熊沢 重文細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４５４－ ４３：２３．６７ ６．５�
４５ ゴ ス ペ ル 牡４黒鹿５９ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 登別 登別上水牧場 B５１６＋ ６３：２４．５５ １１５．５�
３３ バーチャルウォーズ 牡４青鹿５９ 山本 康志薗部 博之氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－ ４３：２４．６� ６．７	
３４ � ハシルペンチャン 牡５黒鹿６０ 柴田 大知齋藤 宏明氏 小林 常泰 平取 池田牧場 ４５２＋ ２３：２４．７� １１１．５

６９ � アラメダキング 牡６栗 ６０ 五十嵐雄祐櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米

Grade I Blood-
stock, Inc. &
Halcyon Farm

４７４＋ ２３：２４．９１� ２．５�
２２ � ビービーライナー 牡４黒鹿５９ 柴田 未崎�坂東牧場 境 征勝 平取 高橋 啓 ４９０＋ ４３：２６．８大差 ２７．５
１１ � フローレストウブ 牝７鹿 ５８ 金子 光希真部 晴�氏 佐藤 吉勝 新冠 新冠橋本牧場 ４８０＋ ６３：２７．２２� ９５．９�
７１２� コスモラナップ 牡６栗 ６０ 高野 和馬 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 豪

Gainsborough
Stud（Austra-
lia）Pty Ltd

５０４＋１２３：２８．９大差 １４．４�
５８ � グローリージョン 牡８黒鹿６０ 浜野谷憲尚醍醐幸右衛門氏 星野 忍 三石 レースホース ４７０＋ ２ （競走中止） ６８．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，９５３，５００円 複勝： １９，６５９，１００円 枠連： １８，５９６，０００円

普通馬連： ５２，４７７，６００円 馬単： ４０，６４２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０６２，３００円

３連複： ６２，３９０，１００円 ３連単： ９８，６６５，４００円 計： ３２６，４４６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � ９６０円 � ３４０円 枠 連（７－８） １，０５０円

普通馬連 �� ８，７３０円 馬 単 �� １２，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７７０円 �� ９００円 �� ５，５７０円

３ 連 複 ��� ２８，９３０円 ３ 連 単 ��� １２８，４３０円

票 数

単勝票数 計 １５９５３５ 的中 � ３４７２９（２番人気）
複勝票数 計 １９６５９１ 的中 � ４２３７７（２番人気）� ４１６７（９番人気）� １３９０８（５番人気）
枠連票数 計 １８５９６０ 的中 （７－８） １３０８５（５番人気）
普通馬連票数 計 ５２４７７６ 的中 �� ４４３７（２５番人気）
馬単票数 計 ４０６４２６ 的中 �� ２３５５（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０６２３ 的中 �� ２５０７（１９番人気）�� ５１４１（８番人気）�� ７７２（４１番人気）
３連複票数 計 ６２３９０１ 的中 ��� １５９２（６７番人気）
３連単票数 計 ９８６６５４ 的中 ��� ５６７（２９８番人気）

上り １マイル １：４６．５ ４F ５２．０－３F ３８．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドクターグリム �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００４．１１．２１ 東京１着

２００２．４．９生 牡７鹿 母 ドクターベローナ 母母 シヨノフォルテシモ 障害：６戦１勝 賞金 １７，３００，０００円
〔競走中止〕 グローリージョン号は，１周目５号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



０３０７７ ２月２１日 晴 稍重 （２１東京１）第７日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時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

３６ ブレイクナイン 牡３黒鹿５６ 吉田 豊青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ４８８＋ ４１：４９．３ ５．８�

７１４ メジロルマン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�メジロ牧場 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４９６＋ ６１：４９．５１ ３．３�
８１５ ワールドコンパス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：４９．７１� １５．２�
５９ キングヴィオラ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �社台レースホース伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ５００± ０１：４９．９１� ４．９�
７１３ トレジャーゲッター 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４５６－ ８１：５０．０� ５４．７�
（大井）

８１６ ミヤビオウカ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広村上 義勝氏 	田 研二 浦河 大成牧場 ４６８－ ２１：５０．２１� ６３．３

４７ ユキノセントウ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４３０± ０１：５０．３� １７．６�
４８ 	 アムールマルルー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Sean Mul-

ryan ４９６＋ ４ 〃 クビ ４．６�
５１０ カミノランナー 
３鹿 ５６ C．ルメール 村上 正喜氏 田村 康仁 青森 ワールドファーム ４４６± ０１：５０．４� ２５．３

（仏）

２３ リアルディール 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン
牧場 ５２２－ ２１：５０．６１� ２０．６�

３５ マイネルガルボ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 鵡川 市川牧場 ４３６＋１０１：５１．３４ １０１．８�

１２ シ ー ブ ル ー 牝３黒鹿５４ 江田 照男宮川 純造氏 中川 公成 新冠 的場牧場 ４８０－ ８１：５１．５１ １３．４�
６１１ コスモドロス 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４４０－ ４１：５２．１３� １１２．２�
２４ トーホウロッキー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人東豊物産� 後藤 由之 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４４４－ ２１：５２．５２� ３３８．９�
６１２ ワンダフルカフェ 牡３芦 ５６ 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５２２＋ ６１：５３．１３� １３９．４�
１１ 	 セイウンラピッド 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真西山 茂行氏 武藤 善則 米 Brereton
C. Jones B４７４－ ６１：５３．４２ １９５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８０９，４００円 複勝： ３７，８０５，４００円 枠連： ２２，６０９，９００円

普通馬連： ７７，５６５，４００円 馬単： ５１，１７９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１５４，６００円

３連複： ８３，０９６，２００円 ３連単： １２１，４０３，６００円 計： ４４４，６２３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２００円 � １６０円 � ３５０円 枠 連（３－７） １，０４０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� ２，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� １，２４０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ５，１８０円 ３ 連 単 ��� ２４，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２４８０９４ 的中 � ３４２３８（４番人気）
複勝票数 計 ３７８０５４ 的中 � ５０１１３（４番人気）� ７５２７３（１番人気）� ２２９７６（７番人気）
枠連票数 計 ２２６０９９ 的中 （３－７） １６１５７（４番人気）
普通馬連票数 計 ７７５６５４ 的中 �� ５１９０２（１番人気）
馬単票数 計 ５１１７９２ 的中 �� １４７６４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１５４６ 的中 �� １６０２７（１番人気）�� ４９６４（１７番人気）�� ６８７３（１０番人気）
３連複票数 計 ８３０９６２ 的中 ��� １１８４４（１３番人気）
３連単票数 計１２１４０３６ 的中 ��� ３７２７（５４番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１１．８―１２．６―１３．０―１３．１―１１．７―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３５．５―４８．１―１：０１．１―１：１４．２―１：２５．９―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．１

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

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

勝馬の
紹 介

ブレイクナイン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Capote デビュー ２００９．１．５ 中山３着

２００６．３．１生 牡３黒鹿 母 カフェテラス 母母 Fabulous Notion ３戦１勝 賞金 ７，５５０，０００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〕 セイウンラピッド号は，平成２１年４月２１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 スズマーシャル号
※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。



０３０７８ ２月２１日 晴 稍重 （２１東京１）第７日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１２ ジョウノボヘミアン 牡３鹿 ５６ C．ルメール 小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 ４９０ ―１：３８．９ １８．０�
（仏）

８１６ クールアンフルール 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�ターフ・スポート河野 通文 浦河 上山牧場 ４７４ ―１：３９．０� ６７．２�
６１１ ビンテージチャート 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５１０ ― 〃 アタマ ２２．８�

（大井）

３５ スズカスコーピオン 牡３鹿 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４９８ ―１：３９．１� ２．０�
３６ ス ピ ネ ッ タ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 浦河 桑田牧場 ４５８ ―１：３９．３１� ５．５�
１２ タケショウナムジ 牡３青鹿５６ 田中 勝春�ナイト商事 古賀 慎明 浦河 木村牧場 ４５４ ―１：３９．６２ ３．８�
５１０ ティアップムトオー 牡３栗 ５６ 村田 一誠田中 昇氏 武藤 善則 新冠 八木農場 ４７４ ―１：３９．７クビ １７．０	
８１５ タケデンエンデバー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４５２ ― 〃 クビ １６．０

５９ タカイチライアン 牝３栗 ５４ 木幡 初広�橋 一郎氏 坂本 勝美 静内 飛野牧場 ４４０ ―１：３９．９１� ２２０．０�
４７ ドリームディザイア 牝３鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎齋藤 實氏 坂本 勝美 三石 田中 春美 ４６０ ―１：４０．２１� １５２．２�
７１３ レ ア メ タ ル 牡３栗 ５６ 柴山 雄一�ターフ・スポート田村 康仁 浦河 丸村村下

ファーム ４７０ ―１：４０．５１� ７３．８
７１４ トーセンロックリー 牝３鹿 ５４ 小野 次郎島川 �哉氏 鈴木 勝美 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５８ ― 〃 ハナ ２３０．４�
１１ マイネルディアデム 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 三石 タガミファーム B４９８ ―１：４１．３５ ４８．１�
２３ マッシュレイヤー 牝３栗 ５４ 山本 康志 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ４６０ ―１：４１．６２ ６３．９�
２４ フジノプリンス 牡３黒鹿５６ 柄崎 将寿藤井 五三氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４６８ ―１：４２．３４ ３１５．２�

（１５頭）
４８ ス ズ ノ ネ オ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 三石 小河 豊水 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２４，７５７，２００円 複勝： ２４，６２７，８００円 枠連： ２２，６１６，５００円

普通馬連： ６１，４６９，０００円 馬単： ５０，２８６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８１１，５００円

３連複： ６４，７４３，１００円 ３連単： １１３，１０７，９００円 計： ３８２，４１９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８００円 複 勝 � ４３０円 � １，３３０円 � ５７０円 枠 連（６－８） ３，４７０円

普通馬連 �� ２１，９８０円 馬 単 �� ４６，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，１７０円 �� ２，５３０円 �� ９，５７０円

３ 連 複 ��� １０５，０２０円 ３ 連 単 ��� ７８０，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２４７５７２ 的中 � １０８９０（６番人気）
複勝票数 計 ２４６２７８ 的中 � １６３０９（６番人気）� ４５２７（９番人気）� １１４９３（７番人気）
枠連票数 計 ２２６１６５ 的中 （６－８） ４８２３（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６１４６９０ 的中 �� ２０６４（３５番人気）
馬単票数 計 ５０２８６６ 的中 �� ８０２（７０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８１１５ 的中 �� ９８８（３６番人気）�� ２０５１（２２番人気）�� ５３０（５２番人気）
３連複票数 計 ６４７４３１ 的中 ��� ４５５（１４５番人気）
３連単票数 計１１３１０７９ 的中 ��� １０７（８５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２５．０―３８．３―５１．１―１：０４．４―１：１６．３―１：２７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３４．５
３ ・（５，１２）（１５，１６）９（６，１４）２（１１，１３）（７，１０）（１，３）４ ４ ・（５，１２）（９，１５，１６）（６，１４）（２，１１，１３，１０）（１，７，４）３

勝馬の
紹 介

ジョウノボヘミアン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００６．５．１４生 牡３鹿 母 ク リ ヴ ィ ア 母母 シーズグレイス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔出走取消〕 スズノネオ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔制裁〕 フジノプリンス号の騎手柄崎将寿は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１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２４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２４頭 エムオーアンジェラ号・エーブシュテルン号・オルトリンデ号・クリスチャンパール号・ケイズエスティーム号・

コスモシャンガン号・コスモナダル号・シャインプレジャー号・シュンドルゴナ号・ステージモア号・
スーパータイトル号・タントアンドタント号・デリキットピース号・ヒゼンノキセキ号・ピンクトルマリン号・
ファルファラ号・フォックスブラボー号・フジノタカワシ号・プチョット号・フライバイワイヤー号・
プルミエエクレール号・メイスンアスリート号・ヨイチセレブ号・レンディル号

※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。



０３０７９ ２月２１日 晴 重 （２１東京１）第７日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０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

４８ ファインビスティー 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹ビスティーズホース
ユニオン 尾形 充弘 新冠 松浦牧場 ５００＋ ２１：３７．２ ４．６�

７１３ スタッドジェルラン 牡３栗 ５６ 武 豊久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４７８－ ２１：３７．４１� １．７�
４７ ランドオウジ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠木村 善一氏 本間 忍 門別 日西牧場 ４９４＋ ２１：３８．１４ １１．６�
６１１ エ ジ ソ ン 牡３栗 ５６ 北村 宏司重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５０４＋ ２ 〃 クビ ２４．３�
３５ ブルーセイコー 牡３青鹿５６ 丹内 祐次村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ５５２－ ２１：３８．２クビ １６．７�
１１ ヤマニンバッスル 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４７８－ ２１：３８．４１� ３１．５�
３６ コスモフォース 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 様似 土井 仁 ５０２± ０１：３８．５� ２７．９	
６１２� スーパーマークン 牡３芦 ５６ C．ルメール 小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ４４２＋ ２ 〃 クビ １０．０


（仏）

５９ ハーレムスウィング 牝３黒鹿５４ 吉田 豊吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９８－ ６１：３９．２４ ５５．０�
８１６ ミラクルフルーツ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム B４８０－ ４１：３９．３	 ３８．９�
２４ ダ ス タ ッ プ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小田切有一氏 田中 章博 日高 山本 通則 ４７６± ０ 〃 アタマ ３６．６
５１０ トーセンラトゥール 牝３芦 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 中島 敏文 静内 有限会社 エ

スティファーム ４１０＋ ８１：３９．７２� １４３．６�
８１５ ノアプレミアム 牡３栗 ５６ 田中 勝春佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 見上牧場 ４６６＋１４１：３９．８	 １０４．５�
１２ � カ ツ ゾ ー 牡３栗 ５６ 小野 次郎石瀬 浩三氏 沢 峰次 新冠 田鎖牧場 ４５８－ ２１：４０．９７ ２４６．６�
２３ マルタカハンター 牡３栗 ５６ 大庭 和弥高橋 義和氏 清水 美波 浦河 大野牧場 B４４２－ ６１：４１．１１� １２９．０�

（１５頭）
７１４ ス ズ カ ケ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩青木 基秀氏 岩戸 孝樹 新冠 山岡牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２９，４４７，７００円 複勝： ４６，９８３，３００円 枠連： ２７，２７３，４００円

普通馬連： ９８，４３０，２００円 馬単： ６６，４２２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９６３，５００円

３連複： ９１，９０４，５００円 ３連単： １６７，５６２，８００円 計： ５５７，９８７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（４－７） ２９０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５７０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 ��� ８，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２９４４７７ 的中 � ５０９２３（２番人気）
複勝票数 計 ４６９８３３ 的中 � ７５４００（２番人気）� ２０１４６１（１番人気）� ３５７７９（３番人気）
枠連票数 計 ２７２７３４ 的中 （４－７） ６９４３８（１番人気）
普通馬連票数 計 ９８４３０２ 的中 �� １６７９１２（１番人気）
馬単票数 計 ６６４２２３ 的中 �� ４０５０３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９６３５ 的中 �� ４５０５６（１番人気）�� １１３５４（６番人気）�� １６２３４（４番人気）
３連複票数 計 ９１９０４５ 的中 ��� ４７２５５（２番人気）
３連単票数 計１６７５６２８ 的中 ��� １４４０５（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３６．０―４８．７―１：０１．４―１：１３．６―１：２５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファインビスティー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Pirate’s Bounty デビュー ２００８．１０．１２ 東京２着

２００６．３．２１生 牡３青鹿 母 マジックペイントブラッシュ 母母 Paintbrush ６戦２勝 賞金 １８，１００，０００円
〔出走取消〕 スズカケ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 イーサンヘモス号・サトノバロン号・サンロード号・ジョニーロード号・ツクバタイヨウ号
※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。



０３０８０ ２月２１日 晴 良 （２１東京１）第７日 第８競走 ��１，８００�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，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２３ ショウナンライジン 牡５芦 ５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６＋ ４１：４７．８ １７．０�

５９ アドマイヤサンサン 牡７鹿 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９０± ０１：４８．３３ ２．２�
１１ キングオブチャド 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム B５４０± ０１：４８．４� ５．２�
３４ ローテレジーナ 牝４鹿 ５４ 石橋 脩山科 統氏 堀 宣行 浦河 バンダム牧場 ４１０＋ ８ 〃 クビ １９．５�
６１１ ヒラボクシャトル 牡４青 ５６ 内田 博幸�平田牧場 国枝 栄 静内 千代田牧場 B５１２± ０ 〃 ハナ ９．９�
５８ マイネルフェスタ 牡４鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 平取 船越 伸也 ５２６＋ ４１：４８．６１� ８．０	
８１５ ポケッタブルゲーム 牡４栗 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４６８＋ ２ 〃 クビ ８．０

７１３ リーベストラウム 牝４黒鹿５４ 山田 信大�ミルファーム 斎藤 誠 静内 前谷 武志 ４９０＋ ２１：４８．７クビ １７．９�

（船橋）

３５ サトノウインク 牝４鹿 ５４ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４５２－ ２１：４８．８� ５８．２�
６１０� ベ ル タ リ ド 牡５鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人伊藤 信之氏 嶋田 功 浦河 林 孝輝 ４７２－ ２１：４９．３３ ３６．７
２２ シングンリターンズ 牡４鹿 ５６ 小野 次郎伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６８＋ ４ 〃 ハナ ５６．３�
４７ テラモミリオネ 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次�寺田工務店 柴崎 勇 新冠 森 牧場 ４７４－ ４１：４９．４� １３９．１�
４６ � クロースハーモニー 牝５栗 ５５ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 高橋 義博 門別 インターナシヨナル牧場 ４３２－１６１：５０．９９ ２９０．８�
７１２� トーセンクレスト 牝４鹿 ５４ 戸崎 圭太島川 �哉氏 斎藤 宏 千歳 社台ファーム ４４８－ ７１：５１．３２� ５８．９�

（大井）

８１４ ディーエスプリーム 牡４栗 ５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ５１４－ ４１：５１．６２ ２６７．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，６４０，８００円 複勝： ３８，８９５，９００円 枠連： ２８，９８７，８００円

普通馬連： ９８，２２９，８００円 馬単： ６３，９３８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，４０９，９００円

３連複： ９２，０７０，８００円 ３連単： １６３，２８５，３００円 計： ５４１，４５８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ３１０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（２－５） １，３７０円

普通馬連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ５，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ８６０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ２，２７０円 ３ 連 単 ��� ２３，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２６６４０８ 的中 � １２３６６（６番人気）
複勝票数 計 ３８８９５９ 的中 � ２２３８５（６番人気）� １１３１０６（１番人気）� ６９８２１（２番人気）
枠連票数 計 ２８９８７８ 的中 （２－５） １５６７６（６番人気）
普通馬連票数 計 ９８２２９８ 的中 �� ３６１３６（７番人気）
馬単票数 計 ６３９３８３ 的中 �� ８０５３（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９４０９９ 的中 �� ９１５７（７番人気）�� ７６５６（１２番人気）�� ３４１２２（１番人気）
３連複票数 計 ９２０７０８ 的中 ��� ３００２５（５番人気）
３連単票数 計１６３２８５３ 的中 ��� ５２２５（５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３５．５―４８．１―１：００．３―１：１２．５―１：２４．１―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

ショウナンライジン �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Highest Honor デビュー ２００６．７．２３ 函館４着

２００４．２．１９生 牡５芦 母 ボ ー テ 母母 Gold Peble ３３戦２勝 賞金 ３６，０１０，０００円
※リーベストラウム号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０８１ ２月２１日 晴 良 （２１東京１）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

ち ょ う ふ

調 布 特 別
発走１４時３５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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

６１０ スーパープライド 牡４栗 ５６ 内田 博幸村山 義一氏 谷原 義明 平取 原田 新治 ４８４－ ２２：０１．７ ２．４�

４６ ワイルドコンコルド 牡５青 ５７ 岩田 康誠廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ５３６± ０ 〃 クビ ６．６�
１１ ダブルヒーロー 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一小川 弘氏 天間 昭一 浦河 北光牧場 ５２２＋ ４ 〃 アタマ ５．０�
３３ サムデイシュアー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４５６－ ４２：０１．９１� ２４．３�
３４ ディーエスハリアー 牡７鹿 ５７ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４７６－ ２２：０２．０クビ １４．６�
５７ ベルモントルパン 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４９２＋ ２２：０２．２１� ６．０	
２２ ショウナンパレス 牡８栗 ５７ 田中 勝春国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 日田牧場 ４８６＋１４２：０２．３クビ １４５．３

８１３ エプソムメサイア 牝６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 B４５２－ ２２：０２．５１� １９７．３�
７１１ スズカダーク 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義永井 啓弍氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４６６－１０２：０２．６クビ ３８．８�
５８ シルクマンハッタン 牡４青鹿５６ 江田 照男有限会社シルク境 征勝 門別 中館牧場 ５０４－ ２ 〃 クビ １０．２
８１４ ソブリンブライト 牡７鹿 ５７ 吉田 豊�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４８４＋ ６２：０２．８１ ２４５．４�
７１２� ストールンブライド 牝６鹿 ５５ 戸崎 圭太�野 葉子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４７２＋ ２２：０３．１１	 １５６．４�

（大井）

４５ マイネレプリーク 牝５栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 門別 北陽ファーム B４５８＋１４２：０３．２� ２７．２�

６９ 
 スパークキャンドル 牡４栗 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Robert Lewis &
Beverly Lewis ４９６＋１２２：０３．４１� ３６．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３２，１３４，０００円 複勝： ４４，２９３，３００円 枠連： ３３，６０２，８００円

普通馬連： １３２，５９８，１００円 馬単： ８３，３４５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，２５５，２００円

３連複： １２８，４０２，１００円 ３連単： ２６５，８９９，１００円 計： ７５５，５３０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（４－６） ６８０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ２７０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ５，９００円

票 数

単勝票数 計 ３２１３４０ 的中 � １０８０５７（１番人気）
複勝票数 計 ４４２９３３ 的中 � １３５３８０（１番人気）� ４６１９９（４番人気）� ６７０８５（２番人気）
枠連票数 計 ３３６０２８ 的中 （４－６） ３６７１０（３番人気）
普通馬連票数 計１３２５９８１ 的中 �� １０３０５８（３番人気）
馬単票数 計 ８３３４５６ 的中 �� ３６３１５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５２５５２ 的中 �� ２５７８９（３番人気）�� ３４８６８（１番人気）�� １３８６９（７番人気）
３連複票数 計１２８４０２１ 的中 ��� ７６８９６（２番人気）
３連単票数 計２６５８９９１ 的中 ��� ３３３００（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．４―３６．４―４８．８―１：０１．９―１：１４．４―１：２６．５―１：３８．０―１：４９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．２

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

勝馬の
紹 介

スーパープライド �
�
父 ニホンピロニール �

�
母父 クリエイター デビュー ２００７．１１．１７ 福島６着

２００５．３．１８生 牡４栗 母 スズノパール 母母 ブルーベリーⅡ １９戦３勝 賞金 ６１，６８２，０００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 トーセントゥルー号
※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。



０３０８２ ２月２１日 晴 重 （２１東京１）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�

はくれい

白嶺ステークス
発走１５時１０分 （ダート・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

７１４ フォーリクラッセ 牡６鹿 ５７ 津村 明秀 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４８４－ ８１：３５．４ ２０．６�

７１３ フォーティファイド 牡４栗 ５７ 武 豊吉田 和美氏 石坂 正 門別 中前 義隆 ５００－１８１：３５．９３ ４．３�
５９ タイキシルバー 牡８芦 ５７ 大庭 和弥�大樹ファーム 清水 美波 大樹 大樹ファーム B５１０－ ４ 〃 ハナ ６２．２�
５１０� ドリーミーペガサス 牡５鹿 ５７ 内田 博幸 �社台レースホース松山 康久 米 Fontainebleau

Farm Inc. ５２６－ ２１：３６．２２ ２．７�
１２ � ギシアラバストロ 牡５青鹿５７ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-

agement, LLC ４８６－ ６１：３６．３クビ ４５．２�
３５ � アンダーカウンター 牡４栗 ５７ 吉田 豊加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne

L Morris Sr. ５００－ ４ 〃 クビ ３．４�
２３ トーホウアタック 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一東豊物産	 柴田 光陽 門別 竹島 幸治 ４６４－ ６ 〃 アタマ ２７．０

４８ � プラチナメーン 牡４栗 ５７ 田中 勝春広尾レース	 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ４８８－ ６ 〃 ハナ ３８．９�
８１６� セ レ ス ケ イ 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５４８＋ ２１：３６．４クビ ５１．２�
６１１� ダイイチミラクル 	９芦 ５７ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４８６－ ２１：３６．５
 ２９２．２
６１２ ヒシハイグレード 牡６栗 ５７ 武士沢友治阿部雅一郎氏 手塚 貴久 門別 シンコーファーム ５４０＋ ４ 〃 ハナ ８２．４�
８１５ ゴールドマイン 牡５鹿 ５７ 江田 照男吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５００± ０１：３６．７１� １０４．１�
１１ ケイアイスイジン 牡４栗 ５７ 戸崎 圭太 	啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ４７４＋ ２ 〃 ハナ ９．６�

（大井）

４７ グランプリヒーロー 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成	グランプリ 矢作 芳人 静内 静内酒井牧場 ４６２± ０１：３７．７６ ４７．９�
２４ リバースモード 牡７鹿 ５７ 吉田 隼人臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４１：３８．５５ ３６．０�
３６ � タイキダイナスティ 牡１０栗 ５７ 小林 淳一�大樹ファーム 土田 稔 米 Taiki Farm B５２８－ ８１：３８．８１� ２８８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，８２３，６００円 複勝： ８０，８９８，９００円 枠連： ４７，５４７，７００円

普通馬連： ２０８，４６０，９００円 馬単： １２３，３９２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，０３７，２００円

３連複： ２０２，６４６，１００円 ３連単： ４２０，１５６，１００円 計： １，１８０，９６３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０６０円 複 勝 � ６００円 � ２４０円 � １，９００円 枠 連（７－７） ４，０５０円

普通馬連 �� ３，９７０円 馬 単 �� ９，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� ９，０３０円 �� ５，１７０円

３ 連 複 ��� ７３，１４０円 ３ 連 単 ��� ４０６，９３０円

票 数

単勝票数 計 ４０８２３６ 的中 � １５６３０（５番人気）
複勝票数 計 ８０８９８９ 的中 � ３３６３９（５番人気）� １０６６６５（３番人気）� ９６２８（１２番人気）
枠連票数 計 ４７５４７７ 的中 （７－７） ８６７８（１５番人気）
普通馬連票数 計２０８４６０９ 的中 �� ３８７６６（１２番人気）
馬単票数 計１２３３９２５ 的中 �� ９７７３（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７０３７２ 的中 �� １０５９４（１１番人気）�� １５２７（５８番人気）�� ２６８５（４２番人気）
３連複票数 計２０２６４６１ 的中 ��� ２０４５（１３２番人気）
３連単票数 計４２０１５６１ 的中 ��� ７６２（６７７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．５―１２．３―１２．４―１２．２―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３４．９―４７．２―５９．６―１：１１．８―１：２３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーリクラッセ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００６．４．９ 阪神１０着

２００３．５．５生 牡６鹿 母 ム ガ メ ー ル 母母 Intrepidity １９戦４勝 賞金 ６２，４０６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 オヤマハリケーン号・オリジナルフェイト号・キーンゲイル号・サンマルセイコー号・ナムラハンター号・

パレスショットガン号・ビッグポパイ号・フルブラッサム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０８３ ２月２１日 晴 良 （２１東京１）第７日 第１１競走 ��
��１，６００�第４４回デイリー杯クイーンカップ（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
２，０００万円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

デイリースポーツ社賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６０２，０００円 １７２，０００円 ８６，０００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

６１１ ディアジーナ 牝３芦 ５４ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 浦河 南部 功 ４８０＋ ４１：３５．７ １３．４�

５９ ダノンベルベール 牝３栗 ５５ 後藤 浩輝�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５２＋ ４ 〃 クビ ３．６�
７１４� エイブルインレース 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太吉田 照哉氏 栗田 裕光 千歳 社台ファーム ４７２－１２１：３５．８	 ４１．８�

（大井） （大井）

６１２ ミクロコスモス 牝３鹿 ５４ 武 豊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ２１：３５．９クビ １．７�
５１０ アンジュアイル 牝３鹿 ５４ 吉田 豊安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 赤田牧場 ４６２－ ４１：３６．０
 ９５．９�
８１５ グローリールピナス 牝３栃栗５４ 岩田 康誠大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４４０－ ４１：３６．１
 ３３．５	
８１６ パ ド ブ レ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�ミルファーム 相沢 郁 浦河 大道牧場 ４９８＋２０１：３６．２
 ２１９．３

１１ パールシャドウ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４４２－ ４１：３６．３
 ８．２�
２４ カツヨトワイニング 牝３鹿 ５４ 江田 照男丹羽 茂文氏 高橋 義博 早来 ノーザンファーム ４０４－ ２１：３６．５１ ２９．５�
２３ � アラマサローズ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４１８＋ ２１：３６．６	 １２６．７
４８ アイアムマリリン 牝３青鹿５４ C．ルメール 堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６６－ ６１：３６．７クビ ２６．８�

（仏）

３６ � メジャーサイレンス 牝３青鹿５４ 山田 信大吉田 博俊氏 山浦 武 新ひだか 荒谷 英俊 ４４６－ ７ 〃 クビ １７７．４�
（船橋） （船橋）

４７ カイテキプリン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成国本 勇氏 河野 通文 新冠 武田 修一 ４０８－ ４１：３６．８クビ １７１．７�
７１３ ドゥミポワント 牝３栗 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 前谷 武志 ４５０－ ６１：３７．２２
 ３４４．４�
３５ メイショウボナール 牝３鹿 ５４ 田中 勝春松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 木戸口牧場 ４４４－ ８１：３７．３
 ４４．３�
１２ フレンドリードレス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一増山 武志氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 ４０２－ ８１：３８．１５ １４６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０３，１５９，０００円 複勝： １５９，８２６，３００円 枠連： ８７，８９４，７００円

普通馬連： ４９６，７１４，２００円 馬単： ３４４，００５，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２９，２３１，４００円

３連複： ５０４，３５７，９００円 ３連単： １，３５９，７０９，８００円 計： ３，１８４，８９８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ３６０円 � １７０円 � １，０６０円 枠 連（５－６） ２３０円

普通馬連 �� １，７３０円 馬 単 �� ４，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ４，１５０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� １５，７７０円 ３ 連 単 ��� １０３，２８０円

票 数

単勝票数 計１０３１５９０ 的中 � ６０９２９（４番人気）
複勝票数 計１５９８２６３ 的中 � １０５７７８（４番人気）� ３４０７９８（２番人気）� ３０８３４（８番人気）
枠連票数 計 ８７８９４７ 的中 （５－６） ２８５６７４（１番人気）
普通馬連票数 計４９６７１４２ 的中 �� ２１２５７９（５番人気）
馬単票数 計３４４００５１ 的中 �� ５３９６８（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２９２３１４ 的中 �� ５３３５３（５番人気）�� ７３４２（３１番人気）�� １６７４７（１６番人気）
３連複票数 計５０４３５７９ 的中 ��� ２３６１３（３９番人気）
３連単票数 計１３５９７０９８ 的中 ��� ９７１６（２１８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．２―１２．５―１２．４―１１．４―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．９―４８．４―１：００．８―１：１２．２―１：２３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３４．９
３ １５（９，１１）１４（７，１２）１３（４，６，８，１６）（１，３，５）１０－２ ４ １５，１１（９，１４）（７，１２）（４，１３，１６）（６，８）（１，５）３，１０－２

勝馬の
紹 介

ディアジーナ �
�
父 メジロマックイーン �

�
母父 ビシヨツプボブ デビュー ２００８．６．２８ 函館３着

２００６．６．２生 牝３芦 母 アイネスターキン 母母 ジユウジターキン ８戦３勝 賞金 ６４，４７９，０００円
〔制裁〕 ミクロコスモス号の騎手武豊は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（２番・１番・３番への進路影響）

アンジュアイル号の騎手吉田豊は，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。（４番への進路影
響）
ディアジーナ号の騎手内田博幸は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１２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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 ウインプレセア号・ヴィーヴァヴォドカ号・エストシャイン号・ツーデイズノーチス号・ファミリズム号・

プリンセスパトラ号
※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。



０３０８４ ２月２１日 晴 稍重 （２１東京１）第７日 第１２競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

３５ ハードランナー 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４８８± ０１：２２．７ １２．６�
（大井）

６１１� シベリアンバード 牡５鹿 ５７ 吉田 豊藤田 在子氏 柴崎 勇 米 Three Sis-
ter Stable ５０８－ ６１：２２．９１� ７．４�

２２ マッチレスバロー 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５０２－ ２１：２３．０	 ８．３�
４６ エヴァシャイン 牡５栗 ５７ 蛯名 正義田所 英子氏 武市 康男 三石 下屋敷牧場 ４８６－ ２１：２３．３１
 ８５．４�
５８ シャドウストライプ 牡５栗 ５７ C．ルメール 飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３２－ ６１：２３．５１	 ３．７�

（仏）

８１５ メイショウヨシヒサ 牡６黒鹿５７ 武 豊松本 好�氏 武 邦彦 浦河 信岡牧場 ４７０± ０１：２３．６クビ ３．４	
４７ ギ ン ゲ イ 牡４芦 ５７ 村田 一誠加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新冠 長浜 忠 ４８２± ０ 〃 アタマ ３１．４

８１４ オメガファルコン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５００－ ２１：２４．５５ ７．６�
５９ カイテキネオ 牡６鹿 ５７ 山田 信大国本 勇氏 河野 通文 門別 前川 義則 ４６０－ ２１：２４．６クビ １１０．４�

（船橋）

７１２ タマモスクワート 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人タマモ 中川 公成 新冠 対馬 正 ４９６± ０１：２４．７
 １３．９�
７１３� グランドラッチ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司加藤 守氏 中竹 和也 米

Meadow Oaks
Farm, LLC & Dr.
Frank Justice

５５８＋ ８１：２４．８	 １３．６�
２３ ジョウテンロマン 牡６栗 ５７ 丹内 祐次田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 ４９０± ０１：２４．９クビ ７７．８�
１１ � グレートキャプテン 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 門別 中前 義隆 ４９６＋１６１：２５．１１ １９７．８�
６１０ コアレスピューマ 牡５青鹿５７ 田中 勝春小林 昌志氏 池上 昌弘 門別 �橋 耀代 B４５４－ ４１：２５．３１	 ２１１．０�
３４ � ダイワレヴアップ 牡６黒鹿５７ 武士沢友治大城 敬三氏 的場 均 千歳 社台ファーム ５４４＋２０１：２５．５１	 １６３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６０，５６９，３００円 複勝： ９０，３９１，７００円 枠連： ５５，６５８，６００円

普通馬連： ２３８，７５４，９００円 馬単： １３９，５１９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６５，５０６，８００円

３連複： ２２６，５８８，９００円 ３連単： ５００，４２３，９００円 計： １，３７７，４１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ３２０円 � ２７０円 � ２３０円 枠 連（３－６） ４，７６０円

普通馬連 �� ４，０６０円 馬 単 �� １０，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� １，２３０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� １０，１８０円 ３ 連 単 ��� ８２，１５０円

票 数

単勝票数 計 ６０５６９３ 的中 � ３８０８７（６番人気）
複勝票数 計 ９０３９１７ 的中 � ６９１９９（５番人気）� ８９５５８（４番人気）� １１５８１０（３番人気）
枠連票数 計 ５５６５８６ 的中 （３－６） ８６４４（１８番人気）
普通馬連票数 計２３８７５４９ 的中 �� ４３４９７（１９番人気）
馬単票数 計１３９５１９１ 的中 �� ９９９９（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５５０６８ 的中 �� １０８８９（１９番人気）�� １３１７４（１６番人気）�� １６０１０（１３番人気）
３連複票数 計２２６５８８９ 的中 ��� １６４２８（４０番人気）
３連単票数 計５００４２３９ 的中 ��� ４４９６（２７９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．５―１１．８―１１．８―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３４．９―４６．７―５８．５―１：１０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．０
３ １０，１１（１２，１３）（４，５）６（２，１４）１５－７（３，８，９）－１ ４ ・（１０，１１）（４，５，１２，１３）（２，６）１４，１５，７（３，８）９，１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハードランナー �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 Danzig デビュー ２００６．１２．２３ 中山５着

２００４．２．２２生 牡５鹿 母 シーズレイジング 母母 Special Sunshine ２２戦４勝 賞金 ５５，１６８，０００円
〔発走状況〕 タマモスクワート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 タマモスクワート号は，発走調教再審査。
※出走取消馬 ハクバドウジ号（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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 スカーレットライン号・フェスティバルイヴ号
※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。



（２１東京１）第７日 ２月２１日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８２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

２５１，７８０，０００円
４，２６０，０００円
１３，５００，０００円
１，８５０，０００円
２５，７４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，８６３，０００円
５，６７８，８００円
１，８０１，８００円

勝馬投票券売得金
４２２，１０５，１００円
６４３，２４５，１００円
４０７，０７５，７００円
１，６５５，０７０，０００円
１，１０７，３０５，１００円
４７４，９１６，４００円
１，６５８，１０９，１００円
３，５１８，２６０，７００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 ９，８８６，０８７，２００円

総入場人員 ３４，３４７名 （有料入場人員 ３３，５３４名）




