
０３０３７ ２月７日 晴 良 （２２東京１）第４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）

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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

５９ オメガブルーライン 牝３芦 ５４ 三浦 皇成原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４２４－ ８１：２８．１ ４．５�

７１４ ピーコックブルー 牝３黒鹿５４ C．ルメール�酒井牧場 伊藤 大士 浦河 酒井牧場 ４３８－ ４ 〃 クビ ３．６�
（仏）

６１１ レッドスピネル 牝３栗 ５４ 木幡 初広�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４８２－ ２１：２８．４２ ９．２�
６１２ ウィッシュアゲン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 ４４８－ ２１：２８．６� ５．４�
４８ オンワードチアフル 牝３栗 ５４ 郷原 洋司�オンワード牧場 郷原 洋行 新冠 高橋 忍 ４８０－ ２１：２８．８１� ４７．６�
５１０ チェリーブランデー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�橋 修身氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４１６＋ ４１：２９．４３� ２４．２	
８１６ ポイントアフター 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人小池 繁徳氏 谷原 義明 新冠 オリエント牧場 ４８０± ０１：２９．６１ ２３．５

３６ エアモージョー 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４１６＋１２１：３０．１３ ４．０�
７１３ メイスンアイドル 牝３栗 ５４ 小林 淳一梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 ４２２－ ８１：３０．３１� ３９６．３�
２４ セーリオフィリア 牝３黒鹿５４ 北村 宏司栗田 康次氏 相沢 郁 日高 本間牧場 ４０４＋ ４ 〃 クビ ３５．３
１１ プリトヴィツェ 牝３栗 ５４ 坂井 英光 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 及川 ミツ子 ４３６＋ ６１：３０．５� ２１５．１�

（大井）

２３ マヒナビスティー 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 松山 将樹 新冠 村上 欽哉 ４３２－ ２１：３０．８２ ９０．５�
３５ スイートコルベール 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真シンボリ牧場 高橋 祥泰 新ひだか シンボリ牧場 ４３８± ０１：３０．９� ８４．８�
４７ カレンナヒトミ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝北所 直人氏 堀井 雅広 新ひだか 見上牧場 ４６０－ ８１：３１．２２ ２０．３�
８１５ リバーソナタ 牝３青鹿５４ 石神 深一河越 武治氏 星野 忍 新ひだか 飯岡牧場 ４２８＋ ４１：３１．４１ ４０２．４�
１２ リズワングル 牝３鹿 ５４ 水出 大介井口 莞爾氏 和田正一郎 むかわ 上水牧場 ４２６－ ６１：３１．６１ ３７９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６４３，８００円 複勝： ３０，３５１，４００円 枠連： １７，１３７，４００円

普通馬連： ５８，１２２，３００円 馬単： ４１，４８６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８１３，３００円

３連複： ７２，２６１，０００円 ３連単： １１０，３６７，９００円 計： ３６８，１８３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ２３０円 枠 連（５－７） ８６０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ７４０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ２，８２０円 ３ 連 単 ��� １４，２４０円

票 数

単勝票数 計 １６６４３８ 的中 � ２９４２２（３番人気）
複勝票数 計 ３０３５１４ 的中 � ５５４２６（２番人気）� ５１２１０（３番人気）� ３０２７７（５番人気）
枠連票数 計 １７１３７４ 的中 （５－７） １４８７３（６番人気）
普通馬連票数 計 ５８１２２３ 的中 �� ４１３４０（５番人気）
馬単票数 計 ４１４８６８ 的中 �� １５３０３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８１３３ 的中 �� １２１７８（６番人気）�� ７１７７（９番人気）�� ７０４１（１０番人気）
３連複票数 計 ７２２６１０ 的中 ��� １８９５３（９番人気）
３連単票数 計１１０３６７９ 的中 ��� ５７２３（３５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．５―１３．４―１２．５―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．３―３６．８―５０．２―１：０２．７―１：１５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．３―３F３７．９
３ ・（８，１４）（９，１２）（５，１０，１１，１６）１３，４－（３，６）（２，１５）１－７ ４ ・（８，１４）１２，９（１１，１６）（５，１０，１３）（４，６，１５）３，２，１，７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オメガブルーライン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．１８ 新潟４着

２００７．２．９生 牝３芦 母 レ イ ラ イ ン 母母 エ ル レ イ ナ ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
※メイスンアイドル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０３８ ２月７日 晴 良 （２２東京１）第４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

３５ カントリースノー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５１０－ ８２：１６．３ ６．１�

１２ ジュヌドラゴン 牡３黒鹿５６ C．ルメール 林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７６－ ４２：１６．９３� ３．５�
（仏）

４７ ジンデンバルト 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成黒岩統治郎氏 小西 一男 日高 富川牧場 ４６６－ ２２：１７．６４ ６．７�
３６ テイクザファントム 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 B５０２－ ６２：１７．７� ２０．２�
４８ シャコームサシ 牡３鹿 ５６ 坂井 英光グレイドレーシング組合 矢野 照正 新冠 柏木 一則 ５３６± ０２：１７．８クビ ３５６．９�

（大井）

１１ ウエスタンブラボー 牡３青鹿５６ 田中 勝春西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４５４－ ２２：１８．６５ ３．０�
７１３ リキアイクロフネ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 ４７２± ０２：１９．０２� ６．２�
６１２ マイネルウィル 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４９４＋１０２：１９．１� ２５９．７

８１５ スリーピークス 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥山上 和良氏 和田正一郎 宮城 遊佐 武俊 ４６４＋１４２：１９．４１� １８０．４�
２４ コスモマハトマ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新冠 ビッグレッドファーム ４７６－ ６ 〃 ハナ ４３．２
５１０ ニシノプレミアム 牡３黒鹿５６ 北村 宏司西山 茂行氏 奥平 雅士 むかわ 西山牧場 ４８８－ ４２：１９．８２� ３７．０�
６１１ コスモエポック 牡３鹿 ５６ 津村 明秀岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 日高 庄野牧場 ４８６－ ４２：２０．８６ ７５．２�
５９ シンボリボルドー 牡３鹿 ５６ 江田 照男シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４６０± ０２：２１．０１� ２７２．８�
８１６ ゲンパチシャトル 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人平野 武志氏 相沢 郁 新冠 北星村田牧場 ４９４＋ ４２：２１．１クビ ２４８．４�
２３ パワーショウ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６６＋ ４ 〃 クビ ５０．９�
７１４ ハッピーメッセージ 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真島田 久氏 柴崎 勇 新ひだか 山際 智 ４７４－ ２２：２１．５２� １７１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１５１，３００円 複勝： ３０，４２１，６００円 枠連： ２０，４３７，１００円

普通馬連： ６３，３０２，３００円 馬単： ４７，３６７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３６９，９００円

３連複： ７５，７８３，９００円 ３連単： １２５，５７２，４００円 計： ４０６，４０６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � １８０円 枠 連（１－３） ４３０円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ７１０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� １６，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２１１５１３ 的中 � ２７４２９（３番人気）
複勝票数 計 ３０４２１６ 的中 � ３４６５６（５番人気）� ５４６０６（２番人気）� ４６４８０（４番人気）
枠連票数 計 ２０４３７１ 的中 （１－３） ３５３１６（１番人気）
普通馬連票数 計 ６３３０２３ 的中 �� ３５７０８（７番人気）
馬単票数 計 ４７３６７９ 的中 �� １１７３４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３６９９ 的中 �� １０６０７（８番人気）�� ７５８４（１０番人気）�� １２０８６（５番人気）
３連複票数 計 ７５７８３９ 的中 ��� ２０２２４（１０番人気）
３連単票数 計１２５５７２４ 的中 ��� ５６３８（５６番人気）

ハロンタイム ７．３―１２．２―１３．２―１２．８―１２．９―１３．３―１３．０―１２．９―１２．８―１２．６―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．３―１９．５―３２．７―４５．５―５８．４―１：１１．７―１：２４．７―１：３７．６―１：５０．４―２：０３．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カントリースノー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１０．１．２４ 中山２着

２００７．３．２１生 牡３黒鹿 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 デルマカエサル号・マンドリーカ号
※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。



０３０３９ ２月７日 晴 良 （２２東京１）第４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）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１２ ネオスプレマシー 牡３鹿 ５６ C．ルメール 小林 仁幸氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８６ ―１：４２．８ ５．１�
（仏）

５９ ヒュースケン 牡３芦 ５６ 小林 淳一田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド ４８２ ―１：４２．９� ５３．２�
７１３ レッドアクセル 牡３黒鹿５６ 菊沢 隆徳 �東京ホースレーシング 国枝 栄 日高 シンボリ牧場 ４９２ ― 〃 クビ １０．２�
１１ メジロベンジャミン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺湖 メジロ牧場 ５２４ ―１：４３．２２ ４．０�
３５ イ チ フ ジ 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太池田 豊治氏 石毛 善彦 日高 豊田田村牧場 ４１０ ― 〃 アタマ １５８．９�
８１５ ケイアイクライム 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ５００ ―１：４３．５２ ２．４	
８１６ シ ン キ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ４９２ ―１：４３．６� １３．０

２４ メジロフランクリン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ５１２ ―１：４３．７クビ ２７．３�
４７ ゴールデンシャワー 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人櫻井 正氏 伊藤 大士 日高 中川牧場 ４２４ ―１：４４．４４ ２０４．４�
３６ ホーカスポーカス 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真飯田 政子氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４８６ ―１：４４．９３ １４．０
１２ ブライティアモア 牝３鹿 ５４ 増沢由貴子小林 昌志氏 鈴木 康弘 平取 コアレススタッド ４５８ ―１：４５．０� ５９．２�
７１４ スカイミュージック 牡３鹿 ５６ 岩部 純二 �スカイツリーレーシング 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：４５．５３ １１２．８�
４８ テイエムマッスル 牡３栗 ５６ 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ４６０ ―１：４６．０３ ５８．９�
６１１ マイネクインテット 牝３栗 ５４ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 田中 裕之 ４４４ ―１：４７．０６ ３６５．３�
５１０ レイビスティー 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 尾形 充弘 新冠 松浦牧場 ４８４ ―１：４７．４２� ８５．５�
２３ メテオールシャワー 牡３黒鹿５６ 江田 照男�ターフ・スポート武市 康男 浦河 酒井牧場 ５５４ ―１：４７．５クビ ５１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５５４，６００円 複勝： ２７，１４６，２００円 枠連： ２０，４１８，９００円

普通馬連： ５４，８１０，６００円 馬単： ４０，６８９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５７９，５００円

３連複： ６６，６２９，５００円 ３連単： １０１，６３３，４００円 計： ３５３，４６１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２４０円 � ９９０円 � ２８０円 枠 連（５－６） ８，７７０円

普通馬連 �� １６，９７０円 馬 単 �� ２７，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４５０円 �� ９４０円 �� ３，３３０円

３ 連 複 ��� ３５，２５０円 ３ 連 単 ��� ２１８，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２１５５４６ 的中 � ３３６２８（３番人気）
複勝票数 計 ２７１４６２ 的中 � ３３４５５（３番人気）� ６０２４（９番人気）� ２７７２８（４番人気）
枠連票数 計 ２０４１８９ 的中 （５－６） １７２０（２４番人気）
普通馬連票数 計 ５４８１０６ 的中 �� ２３８４（３７番人気）
馬単票数 計 ４０６８９１ 的中 �� １０７９（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５７９５ 的中 �� １４３８（３２番人気）�� ５６０５（９番人気）�� １４９４（３０番人気）
３連複票数 計 ６６６２９５ 的中 ��� １３９５（８８番人気）
３連単票数 計１０１６３３４ 的中 ��� ３４４（４９４番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．１―１２．８―１３．２―１３．３―１３．１―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．８―３７．６―５０．８―１：０４．１―１：１７．２―１：２９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．０―３F３８．７
３ １，２（４，５）１６，９（６，１２）１３，３（７，１５）－１０，１４，１１－８ ４ １（２，５）（４，１６）（９，１２）（６，１３，１５）７，３－１４，１０，１１－８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ネオスプレマシー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 モ ガ ミ 初出走

２００７．４．２生 牡３鹿 母 ホッカイセレス 母母 ホツカイテスコ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 レイビスティー号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 レイビスティー号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 アドバンスペリー号・アルコフリーザ号・オーシャンメルヘン号・カネトシデュレン号・カンマビード号・

キリキングスター号・ゴールデンドラフト号・サトノドリーム号・サンデープレー号・デルマポッペア号・
トーセンママレード号・フェスティヴレディ号・プレトリアン号・ユンヌペルル号

※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。



０３０４０ ２月７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２東京１）第４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

５８ ブルーポラリス 牝７黒鹿５８ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント平井 雄二 新冠 川上牧場 ４７８＋ ６３：２３．０ ５．２�

２２ コ ー ド 牡４鹿 ５９ 蓑島 靖典松平 正樹氏 小桧山 悟 日高 山際 辰夫 ４８６＋１６３：２３．３１� ２０．５�
５７ カシマレジェンド 牡５鹿 ６０ 高野 和馬松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５４６± ０３：２３．７２� ７．６�
６１０� アツキオモイ 牡６鹿 ６０ 平沢 健治丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４６６＋ ５３：２６．６大差 １０３．８�
１１ ホッコーテイオー 牡４鹿 ５９ 山本 康志矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４８２－ ２３：２７．３４ １１１．６�
７１１ ヨイチセレブ 牝４鹿 ５７ 柴田 大知加藤 興一氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ １３５．０�
３４ アキクサクイン 牝６鹿 ５８ 石神 深一井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４５６－ ４３：２７．９３� １３．３	
８１３� ブルーフォーチュン 牝４鹿 ５７ ▲大江原 圭桜井 欣吾氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４５６＋１８３：２８．９６ ４２．３

４５ ヨシキタドッコイ 牡４鹿 ５９ 横山 義行田辺 喜彦氏 石毛 善彦 門別 木村牧場 ５０２＋２０３：２９．９６ ２０．２�
６９ ノッティングスカイ 牡４鹿 ５９ 鈴木 慶太齊藤 直信氏 中野渡清一 浦河 冨岡 博一 ４７０－１０３：３０．３２� ２２４．０�
４６ サジタリウス �４鹿 ５９ 水出 大介山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 高田 幸夫 ４６８＋ ４ （競走中止） １０８．１
８１４ ユウタージャック 牡８鹿 ６０ 穂苅 寿彦上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７４± ０ （競走中止） ４．９�
７１２ プリンシペデルソル 牡８鹿 ６０ 金子 光希 �キャロットファーム 小島 太 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ２ （競走中止） ２．１�
３３ � ラ ク エ ン 牝６芦 ５８ 江田 勇亮江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド ４５４± ０ （競走中止） １５６．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，１７８，９００円 複勝： １５，９２１，７００円 枠連： １９，５３２，２００円

普通馬連： ４１，６８６，２００円 馬単： ３３，４５６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５３５，３００円

３連複： ５３，０６７，９００円 ３連単： ９４，１５５，８００円 計： ２８７，５３４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １８０円 � ４１０円 � ２１０円 枠 連（２－５） ２，５７０円

普通馬連 �� ２，８６０円 馬 単 �� ５，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� ４５０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ４，８２０円 ３ 連 単 ��� ３３，７４０円

票 数

単勝票数 計 １５１７８９ 的中 � ２３２６９（３番人気）
複勝票数 計 １５９２１７ 的中 � ２６７０９（２番人気）� ８５３９（７番人気）� ２１３３１（４番人気）
枠連票数 計 １９５３２２ 的中 （２－５） ５６２６（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４１６８６２ 的中 �� １０７６８（１１番人気）
馬単票数 計 ３３４５６９ 的中 �� ４１４６（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５３５３ 的中 �� ３７１４（１２番人気）�� ８６２４（４番人気）�� ３０３８（１６番人気）
３連複票数 計 ５３０６７９ 的中 ��� ８１３７（２０番人気）
３連単票数 計 ９４１５５８ 的中 ��� ２０６０（１０８番人気）

上り １マイル １：４８．０ ４F ５３．２－３F ３９．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーポラリス �
�
父 ウェイオブライト �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００５．６．１８ 福島４着

２００３．３．２０生 牝７黒鹿 母 マーズプリンセス 母母 ディアーミミ 障害：３戦１勝 賞金 １０，９００，０００円
〔騎手変更〕 サジタリウス号の騎手宗像徹は，第３日第８競走での落馬負傷のため水出大介に変更。
〔競走中止〕 ラクエン号は，競走中に疾病〔右下腿骨開放骨折〕を発症したため４号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。

プリンシペデルソル号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症したため２周目３コーナーで競走中止。
ユウタージャック号は，最後の直線コースでつまずき，転倒したため競走中止。
サジタリウス号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 スプリングラッキー号



０３０４１ ２月７日 晴 良 （２２東京１）第４日 第５競走 ��
��１，６００�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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

４８ ハングリージャック 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４１：３５．８ ２．５�

８１５ ソウルフルヴォイス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：３６．０１� ６．９�
３６ マイネルドルチェ 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 美波 新冠 川島牧場 B４７０＋１０１：３６．４２� ６３．４�

７１３ コスモカンタービレ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ５０２＋１４１：３６．６１ ６．３�
７１４ ジュンノアスカ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４５８－ ６１：３６．７� １１９．７�
１２ コスモアルメリア 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 成隆牧場 ４２４＋ ２ 〃 アタマ ３７．５	
２４ レオヒリュウ 牡３黒鹿５６ 江田 照男田中 博之氏 岩戸 孝樹 平取 二風谷ファーム ４６０＋ ４ 〃 ハナ ２６８．９

６１２ ローテスクライト 牝３鹿 ５４ C．ルメール �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４０４－ ６１：３６．９１� ５．６�

（仏）

５１０ チャンピオンハーレ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝坪野谷和平氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス
ファーム ４５２－ ４１：３７．１１� ４．４�

３５ ラナイダンス 牝３鹿 ５４ 木幡 初広金子真人ホール
ディングス� 高市 圭二 安平 ノーザンファーム ４１２＋ ６ 〃 ハナ １２２．５

１１ ゴールドグラフィー 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一井上 修一氏 大竹 正博 日高 山際 辰夫 ４０４± ０１：３７．２� ９８．６�
４７ ハッピーデュランダ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人岡田 勇氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４７６＋ ２１：３７．３� ３０．１�
８１６ トレジャーゴッド 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�サンコウ牧場 柴崎 勇 新ひだか サンコウ牧場 ４８２－ ４１：３７．５１ １３１．１�
６１１ サマーパステル 牝３黒鹿５４ 坂井 英光セゾンレースホース� 高木 登 新ひだか 本桐牧場 ４４８－ ６ 〃 ハナ ２６８．３�

（大井）

５９ ショウナンアストン 牡３栗 ５６ 田中 勝春国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム ４９４＋ ４１：３７．９２� ３９．０�
２３ ド ロ ッ プ 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳山本 武司氏 高市 圭二 日高 広富牧場 ４３６± ０ 〃 ハナ ２２９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，８８１，３００円 複勝： ４２，３１８，８００円 枠連： ２１，７４４，２００円

普通馬連： ７９，２４９，４００円 馬単： ５６，５２８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，３６３，４００円

３連複： ９０，１０２，０００円 ３連単： １５６，５４９，７００円 計： ５０５，７３７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � １，２９０円 枠 連（４－８） ７８０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ２，２１０円 �� ４，１６０円

３ 連 複 ��� １７，２００円 ３ 連 単 ��� ５６，２００円

票 数

単勝票数 計 ３０８８１３ 的中 � ９９０９２（１番人気）
複勝票数 計 ４２３１８８ 的中 � ９８８０３（１番人気）� ５４０４７（５番人気）� ５９３４（９番人気）
枠連票数 計 ２１７４４２ 的中 （４－８） ２０８０５（４番人気）
普通馬連票数 計 ７９２４９４ 的中 �� ６６１６９（４番人気）
馬単票数 計 ５６５２８８ 的中 �� ２７３３６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８３６３４ 的中 �� １９６９２（４番人気）�� ２９９５（２３番人気）�� １５６５（３４番人気）
３連複票数 計 ９０１０２０ 的中 ��� ３８６７（４６番人気）
３連単票数 計１５６５４９７ 的中 ��� ２０５６（１４３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．７―１２．４―１２．８―１２．０―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．２―４７．６―１：００．４―１：１２．４―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハングリージャック �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Zilzal デビュー ２００９．９．２６ 中山９着（１位）

２００７．３．３１生 牡３黒鹿 母 シャンクシー 母母 Rich and Riotous ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイネルニコラス号
（非抽選馬） ２頭 サコ号・ティアレ号
※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。



０３０４２ ２月７日 晴 良 （２２東京１）第４日 第６競走 ��
��１，４００�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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

７１３ クィンビークイーン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４３０ ―１：２５．５ ６３．８�

３６ � サトノロック 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 愛 Rockhart
Trading Ltd ４６８ ― 〃 ハナ ４．７�

８１６ ゴールデンダニエル 牡３栗 ５６ 江田 照男�協栄 中島 敏文 日高 タバタファーム ４４８ ―１：２５．６� ６９．８�
６１２ カールファターレ 牝３鹿 ５４ C．ルメール 吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４２ ― 〃 アタマ ２．６�

（仏）

２３ スーパークローザー 牝３鹿 ５４ 坂井 英光千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４１８ ― 〃 ハナ ９．６�
（大井）

３５ マイネルヴンダー 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 ５２２ ―１：２５．７クビ ３．８�

６１１ ブリタニアブルー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �ブルーマネジメント勢司 和浩 新冠 川上 悦夫 ４２６ ―１：２５．９１� ９．６	
７１４ シルクマーマレード 牝３鹿 ５４ 吉田 豊有限会社シルク高木 登 新冠 堤 牧場 ４３４ ―１：２６．０	 ２５．０

４８ フランボアーズ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 上山牧場 ４３８ ― 〃 ハナ ４５．６�
５９ コスモチャタレイ 牝３芦 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 様似 �村 伸一 ４７２ ― 〃 アタマ ５０．５
５１０ サントワマミー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４４４ ― 〃 クビ ３１．４�
４７ スーパーベア 牡３青 ５６ 横山 義行藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ４２６ ― 〃 ハナ ７５．７�
１１ フレンドミリオン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広横尾 晴人氏 菊川 正達 青森 野々宮牧場 ４６６ ―１：２６．２１� ８７．４�
２４ ブリリアントレッド 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 浦河 昭和牧場 ５３２ ―１：２６．３クビ １２８．３�
１２ ゼストオンワード 牡３栗 ５６ 鈴来 直人樫山 ハル氏 松山 将樹 浦河 オンワード牧場 ４８４ ― 〃 ハナ ２４５．０�
８１５ テンカラット 牝３黒鹿５４ 平沢 健治天白 泰司氏 中野 栄治 熊本 本田 土寿 ４０６ ―１：２７．８９ １７９．７�

（アイラインテキサス）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７７１，５００円 複勝： ２８，０５５，５００円 枠連： ２５，３２６，９００円

普通馬連： ５８，７８１，８００円 馬単： ４４，３９５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３３９，９００円

３連複： ６８，６３７，６００円 ３連単： １１２，０２０，７００円 計： ３７７，３２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，３８０円 複 勝 � １，５００円 � ２００円 � １，７３０円 枠 連（３－７） １，３４０円

普通馬連 �� １３，９４０円 馬 単 �� ４２，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，５１０円 �� ２５，６２０円 �� ３，５６０円

３ 連 複 ��� ２６８，０２０円 ３ 連 単 ��� １，６５３，４３０円

票 数

単勝票数 計 １９７７１５ 的中 � ２４４３（１０番人気）
複勝票数 計 ２８０５５５ 的中 � ４２３５（１０番人気）� ４７７７７（３番人気）� ３６２７（１１番人気）
枠連票数 計 ２５３２６９ 的中 （３－７） １４０５１（５番人気）
普通馬連票数 計 ５８７８１８ 的中 �� ３１１３（３３番人気）
馬単票数 計 ４４３９５５ 的中 �� ７６８（８４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３３９９ 的中 �� １４３６（３１番人気）�� １９３（９５番人気）�� １４１６（３２番人気）
３連複票数 計 ６８６３７６ 的中 ��� １８９（２８０番人気）
３連単票数 計１１２０２０７ 的中 ��� ５０（１５９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．６―３７．４―５０．４―１：０２．４―１：１３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クィンビークイーン �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２００７．４．１０生 牝３鹿 母 ジョーディッガー 母母 ジョーエスペランス 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１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アラマササンデー号・エイシンロックオン号・カシノアイリス号・カホノトップガン号・クスコ号・

ケージータンゴ号・コウヨウマドンナ号・サクラインライン号・ジワクー号・ソングフライト号・デュリュクス号・
フウシカデン号・プリティエンジェル号・マヤノパシャ号・メンブランツァ号・ルージュビクトリー号

※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。



０３０４３ ２月７日 晴 良 （２２東京１）第４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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１０ バトードール 牡３栗 ５６ C．ルメール �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２６＋ ２１：３９．７ １．７�
（仏）

５７ ギャザーロージズ 牡３芦 ５６ 柴山 雄一吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２１：３９．８� ２３．１�
７１１ シルクターンベリー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４７４－ ６１：４０．１１� ５．８�
７１２� バルデッツァ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣前田 幸治氏 中竹 和也 米 Bill

McDowell ４９２－ ６１：４０．４１� ６５．３�
８１３� サトノサンダー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 米 Fontaine-

bleau Farm ４４８－ ２ 〃 ハナ １２．１�
６９ ロジシンボリ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４５０＋ ８１：４０．９３ ９．４�
４５ � セイウンシェンロン 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹西山 茂行氏 河野 通文 米 Brilliant

Stables Inc. ４４６＋ ６ 〃 クビ １３．３	
５８ カネサスターマイン 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真笠原 幸六氏 久保田貴士 新冠 中地 義次 ４４０＋ ４１：４１．４３ ８８．４

２２ ロフティークリフ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春田中 春美氏 清水 美波 新ひだか 前田 宗将 ５０２＋ ２ 〃 クビ ９．０�
１１ デンコウラッキー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４８－１４１：４１．５クビ ４８．４�
３４ ダイヤペルセウス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �ダイヤモンドファーム 高橋 裕 浦河 ダイヤモンドファーム ４８０－ ６ 〃 クビ ２３４．０
４６ � イシノウォーニング 牝３栗 ５４ 柄崎 将寿�石田牧場 佐々木亜良 新冠 石田牧場 ４４８－ ４１：４２．７７ ３２１．８�

（１２頭）
８１４� エベレストオー 牡３鹿 ５６ 江田 照男栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 中川牧場 ４７４＋ ２ （競走除外）

３３ ナムラロアー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 小野 秀治 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３３，６４２，２００円 複勝： ４５，３２９，２００円 枠連： ２７，０６０，４００円

普通馬連： ８０，８７６，４００円 馬単： ６３，２８１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５７８，７００円

３連複： ８２，９８６，２００円 ３連単： １６６，７１６，８００円 計： ５２７，４７１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � １４０円 枠 連（５－６） １，１５０円

普通馬連 �� １，６００円 馬 単 �� ２，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� １９０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 ��� ８，３７０円

票 数

単勝票数 差引計 ３３６４２２（返還計 ５９６６） 的中 � １６４１３０（１番人気）
複勝票数 差引計 ４５３２９２（返還計 １３６２９） 的中 � １６５１３４（１番人気）� ２６１３６（７番人気）� ８４５２３（２番人気）
枠連票数 差引計 ２７０６０４（返還計 ４４０） 的中 （５－６） １７４５０（６番人気）
普通馬連票数 差引計 ８０８７６４（返還計 ７４９７６） 的中 �� ３７３６５（６番人気）
馬単票数 差引計 ６３２８１８（返還計 ４４９２７） 的中 �� ２２５７２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２７５７８７（返還計 ２１１３８） 的中 �� １１７９３（６番人気）�� ４５６６８（１番人気）�� ７５０３（１０番人気）
３連複票数 差引計 ８２９８６２（返還計１０８０５５） 的中 ��� ３７２７５（４番人気）
３連単票数 差引計１６６７１６８（返還計２０４３９８） 的中 ��� １４７１５（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．６―３５．９―４８．９―１：０２．４―１：１５．１―１：２７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バトードール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１．２３ 京都１着

２００７．２．１７生 牡３栗 母 ビスクドール 母母 フェアリードール ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔出走取消〕 ナムラロアー号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔競走除外〕 エベレストオー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻５分遅延。
※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。



０３０４４ ２月７日 晴 良 （２２東京１）第４日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３６ メイショウパルマ 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５１８－ ２１：３８．５ ２．０�

５９ ブラストヘッド 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム B４９８＋ ２１：３８．７１ ３２．１�
２４ アドバンスピール 牡５青鹿５７ 吉田 隼人西川 隆士氏 池上 昌弘 静内 タイヘイ牧場 ４９０－ ４１：３９．２３ １２．３�
７１４ キングスリージョン 牡４栗 ５７ C．ルメール 吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：３９．７３ ９．２�

（仏）

２３ レッドシャドウ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ２１：３９．８� ４．９�
４７ フェイマステイル 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６０－ ２ 〃 クビ １３．８	
４８ シ ン ワ ラ ヴ 牡５青鹿５７ 吉田 豊若尾 昭一氏 田村 康仁 鵡川 安田 幸子 B４９４－ ８１：４０．１１� １１．８

７１３� サーチリザルト 牡５鹿 ５７ 坂井 英光 �サンデーレーシング 松山 将樹 早来 ノーザンファーム ４８４± ０１：４０．３１� ８５．６�

（大井）

３５ スプリングルーシー 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 ４７２－１０ 〃 クビ ８２．９�
１１ シャフツレディ 牝５鹿 ５５ 江田 照男�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５１０－ ２１：４０．５１� １３４．４
６１１ アポロストーム 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５０２－ ２１：４０．７１� １３．５�
８１５� バリアントバイオ 牡４栗 ５７ 大庭 和弥バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 ４７８＋１２ 〃 ハナ ４３．０�
１２ � チェリークラウン 牡６栗 ５７ 蛯名 正義櫻井 悦朗氏 小西 一男 鵡川 上水牧場 ４９２＋１０１：４１．６５ ９９．４�
８１６ ケージーカンザクラ 牝４鹿 ５５ 菊沢 隆徳川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４４２＋ ８ 〃 ハナ ２０５．９�
６１２ リーチマイドリーム 	４黒鹿５７ 中谷 雄太 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４９６＋１０１：４２．２３� ９３．２�
５１０� ヨシモンドノスケ 牡５鹿 ５７ 石神 深一田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 浦河 金石牧場 ４８８＋ １１：４２．４１� ５８２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，１９４，９００円 複勝： ５４，０９１，０００円 枠連： ２９，９５９，７００円

普通馬連： １０７，７５７，２００円 馬単： ７１，４４６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，０５３，８００円

３連複： １１７，０１５，１００円 ３連単： ２２３，４１７，５００円 計： ６７１，９３５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ６４０円 � ３５０円 枠 連（３－５） ２，９６０円

普通馬連 �� ３，７２０円 馬 単 �� ５，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� ６３０円 �� ２，４９０円

３ 連 複 ��� ９，８７０円 ３ 連 単 ��� ４６，９７０円

票 数

単勝票数 計 ３３１９４９ 的中 � １３７３７３（１番人気）
複勝票数 計 ５４０９１０ 的中 � １９８３０７（１番人気）� １４７０５（８番人気）� ３０５４１（７番人気）
枠連票数 計 ２９９５９７ 的中 （３－５） ７４８６（１１番人気）
普通馬連票数 計１０７７５７２ 的中 �� ２１４３１（１２番人気）
馬単票数 計 ７１４４６７ 的中 �� １０５３１（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５０５３８ 的中 �� ７７１６（１２番人気）�� １４４３３（６番人気）�� ３３１１（２７番人気）
３連複票数 計１１７０１５１ 的中 ��� ８７５２（３０番人気）
３連単票数 計２２３４１７５ 的中 ��� ３５１１（１３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．９―４８．６―１：０１．３―１：１３．５―１：２５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウパルマ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．１１．３０ 東京１着

２００６．４．１５生 牡４黒鹿 母 メイショウオッチモ 母母 オールザイヤーズ １１戦２勝 賞金 ２３，０８８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔発走状況〕 フェイマステイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 クラッカージャック号
※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。



０３０４５ ２月７日 晴 良 （２２東京１）第４日 第９競走 ��
��２，４００�

は こ ね

箱 根 特 別
発走１４時３５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，２１．２．７以降２２．１．３１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５６ マイネルーチェ 牝６黒鹿５５ C．ルメール �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋ ２２：２８．１ ３．８�

（仏）

５７ トーセンゴライアス 牡６芦 ５６ 蛯名 正義島川 �哉氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム B５５２－ ２２：２８．２� ３．４�
３３ � ミッキーミラクル 牡５鹿 ５４ 北村 宏司野田みづき氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５４８－ ４２：２８．５１� ４．４�
７１１ ベルグミサイル 牡６芦 ５３ 武士沢友治山田 五月氏 保田 一隆 静内 グランド牧場 ４９４＋ ２２：２８．６� ８１．４�
４５ � ヒカルマンテンボシ 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝�橋 京子氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４－ ４２：２８．７� ７．７�
４４ ジェイケイラン 牝４黒鹿５２ 江田 照男小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４８０＋ ２２：２９．２３ ７．８	
６８ � アイティーバトル 牡５鹿 ５１ 石神 深一一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 平取 池田牧場 ４７８＋ ２２：２９．４１� １６４．１

８１２ ワシャモノタリン 牡４黒鹿５３ 田中 勝春小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ４９６－ ４ 〃 ハナ １６．５�
８１３ マスラタケヲ 牡９栗 ５０ 伊藤 工真井口 莞爾氏 浅野洋一郎 鵡川 上水牧場 ４７６－ ２２：２９．５� ２０７．９�
２２ ディーエスハリアー 牡８鹿 ５６ 柴田 善臣秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４７２－ ４２：２９．６クビ １２．１
７１０� セイカジーベック 牡６鹿 ５２ 吉田 隼人久米 大氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８０＋ ２２：２９．９１� ３７．０�
６９ � ミウラリチャード 牡６鹿 ５０ 鷹野 宏史佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５２８＋ ４２：３０．４３ ２０９．２�
１１ エイシンワールド 牡４黒鹿５３ 三浦 皇成平井 豊光氏 久保田貴士 新ひだか 嶋田牧場 ４４４－ ２２：３０．８２� ５２．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３０，４９４，２００円 複勝： ４６，８０４，６００円 枠連： ３４，８３９，６００円

普通馬連： １３２，９９０，１００円 馬単： ８２，８５０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，９８０，２００円

３連複： １４１，１７８，４００円 ３連単： ３０２，８１８，４００円 計： ８０６，９５６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（５－５） ６４０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ３８０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ４，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３０４９４２ 的中 � ６３８８０（２番人気）
複勝票数 計 ４６８０４６ 的中 � ９１２５９（２番人気）� １０４１２３（１番人気）� ６８２１３（３番人気）
枠連票数 計 ３４８３９６ 的中 （５－５） ４０７５４（３番人気）
普通馬連票数 計１３２９９０１ 的中 �� １６２８０２（１番人気）
馬単票数 計 ８２８５０５ 的中 �� ４６７１９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４９８０２ 的中 �� ３５６３８（１番人気）�� ２２１６４（３番人気）�� ２２０９１（４番人気）
３連複票数 計１４１１７８４ 的中 ��� １１１０９２（１番人気）
３連単票数 計３０２８１８４ 的中 ��� ４８５５４（２番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．８―１２．７―１２．４―１２．５―１２．９―１３．１―１２．２―１１．９―１１．４―１１．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．１―２４．９―３７．６―５０．０―１：０２．５―１：１５．４―１：２８．５―１：４０．７―１：５２．６―２：０４．０―２：１５．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルーチェ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００６．８．２０ 新潟１着

２００４．４．１生 牝６黒鹿 母 マイネブリリアン 母母 タケノフラッグ ２８戦２勝 賞金 ７４，７７２，０００円
〔発走状況〕 セイカジーベック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 トーセンゴライアス号の騎手蛯名正義は，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１０，０００円。（５番への進

路影響）
※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。



０３０４６ ２月７日 晴 良 （２２東京１）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

そうしゅん

早春ステークス
発走１５時１０分 （芝・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

６８ コロンバスサークル 牝４黒鹿５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２１：４７．１ ４．５�

８１２ リバースモード 牡８鹿 ５７ 木幡 初広臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４ 〃 クビ ５６．９�
３３ ス ピ リ タ ス �５栗 ５７ C．ルメール �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４３６－ ８１：４７．２クビ ２．０�

（仏）

７１０� ゴールディーロック 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４８４＋１２１：４７．４１	 ８６．５�
８１１ アドバンスヘイロー 牡４青鹿５６ 柴山 雄一西川 隆士氏 河野 通文 新冠 佐藤 信広 ４６４－ ２ 〃 クビ ９．９�
２２ ショウナンライジン 牡６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 ５１４＋ ２１：４７．５
 ３３．４�
５６ ケイアイドウソジン 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義 	啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ５０６± ０ 〃 ハナ ５．５

１１ ツバサドリーム 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝	RRA 久保田貴士 千歳 社台ファーム ５０６± ０１：４７．６
 １１．５�
５５ ノットアローン 牡５青 ５７ 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス	 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４９０＋２０１：４７．７
 ３６．６�
４４ アメジストリング 牝６黒鹿５５ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４７４－ ４ 〃 クビ ２２．０
７９ キングルーキー 牡７鹿 ５７ 北村 宏司廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 馬道 隆 B４９４－１０１：４７．８クビ １３４．７�
６７ ド モ ナ ラ ズ 牡５栗 ５７ 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４５６－１０１：４８．１１� ８３．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４３，８５１，９００円 複勝： ６３，７５３，５００円 枠連： ３６，４２４，７００円

普通馬連： １８５，０２４，３００円 馬単： １２１，７２４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，７５３，４００円

３連複： １８７，０２３，１００円 ３連単： ４５８，５９０，１００円 計： １，１４６，１４５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １５０円 � ６００円 � １１０円 枠 連（６－８） １，５７０円

普通馬連 �� ９，４６０円 馬 単 �� １５，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６２０円 �� ２１０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ４，９４０円 ３ 連 単 ��� ４７，３５０円

票 数

単勝票数 計 ４３８５１９ 的中 � ７６８０６（２番人気）
複勝票数 計 ６３７５３５ 的中 � １０７７７８（２番人気）� １３９３６（９番人気）� ２６１６７６（１番人気）
枠連票数 計 ３６４２４７ 的中 （６－８） １７１８１（７番人気）
普通馬連票数 計１８５０２４３ 的中 �� １４４３９（２４番人気）
馬単票数 計１２１７２４２ 的中 �� ５７４６（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９７５３４ 的中 �� ６４００（１７番人気）�� ７８０７４（１番人気）�� １１０３０（１３番人気）
３連複票数 計１８７０２３１ 的中 ��� ２７９７２（１７番人気）
３連単票数 計４５８５９０１ 的中 ��� ７１４８（１３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３５．２―４７．８―１：００．４―１：１３．０―１：２４．３―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．１

３ ７，６（９，１１）５（１，３）（８，１２）（２，１０）－４
２
４

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

コロンバスサークル �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．９ 東京７着

２００６．２．４生 牝４黒鹿 母 マンハッタンフィズ 母母 サトルチェンジ １３戦４勝 賞金 ５４，８９１，０００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。



０３０４７ ２月７日 晴 良 （２２東京１）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第４４回共 同 通 信 杯（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （トキノミノル記念） （芝・左）
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

共同通信社賞（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 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

５６ ハンソデバンド 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４７２－ ６１：４８．２ ７．４�

３３ ダノンシャンティ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�ダノックス 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７２＋ ４ 〃 ハナ ４．１�

４５ ア リ ゼ オ 牡３黒鹿５６ C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１８± ０ 〃 クビ １．８�

（仏）

４４ ダイワアセット 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 的場 均 新ひだか フジワラフアーム ４８４± ０１：４８．５２ ８．８�
６９ アースステップ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 ５００－ ６１：４８．７１� ５２．２�
５７ タイセイレジェンド 牡３栗 ５６ 三浦 皇成田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ８ 〃 アタマ ２０．０	
１１ カワキタコマンド 牡３鹿 ５６ 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４５２－ ８１：４８．９１	 １７１．４

８１２ カシマストロング 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�カシマ 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４８０－ ６１：４９．０	 ５１．５�
２２ 
 ガ ナ ー ル 牡３黒鹿５６ 坂井 英光伊達 泰明氏 荒山 勝徳 日高 サンシャイン

牧場 ５００－ ５１：４９．２１	 １６１．９�
（大井） （大井）

８１３ ナシュワンヒーロー 牡３栗 ５６ 柴山 雄一間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 ４３８－ ８１：４９．３クビ ４５．２
６８ ロジスプリング 牡３栗 ５６ 柴田 善臣久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：４９．５１	 １８．７�
７１０ タイムカード 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹錦山 登氏 清水 英克 新ひだか 岡田 猛 ５１４＋ ２１：４９．６クビ １０７．６�
７１１� リ ザ ル ヴ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝後藤 繁樹氏 森 秀行 日高 いとう牧場 ４９６－１２１：５１．１９ １１８．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７６，３１６，３００円 複勝： ２４２，６０３，３００円 枠連： １３６，００２，２００円

普通馬連： ６６５，７６１，２００円 馬単： ４８８，７４１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７３，９０２，７００円

３連複： ６９４，２７８，５００円 ３連単： ２，０２６，４６０，１００円 計： ４，６０４，０６６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １１０円 枠 連（３－５） １，０１０円

普通馬連 �� １，４４０円 馬 単 �� ３，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ２３０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ６，７５０円

票 数

単勝票数 計１７６３１６３ 的中 � １８９９４３（３番人気）
複勝票数 計２４２６０３３ 的中 � ２５２１６６（３番人気）� ４０３１４８（２番人気）� １２０６０２２（１番人気）
枠連票数 計１３６００２２ 的中 （３－５） ９９９３２（４番人気）
普通馬連票数 計６６５７６１２ 的中 �� ３４２８８５（４番人気）
馬単票数 計４８８７４１８ 的中 �� １１１７０５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７３９０２７ 的中 �� ９０５６７（５番人気）�� １７４０７０（２番人気）�� ３９５０６６（１番人気）
３連複票数 計６９４２７８５ 的中 ��� ８６８６４１（１番人気）
３連単票数 計２０２６４６０１ 的中 ��� ２２１８１２（１７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．３―１２．８―１２．６―１２．４―１１．７―１１．２―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３６．２―４９．０―１：０１．６―１：１４．０―１：２５．７―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．２

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

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

勝馬の
紹 介

ハンソデバンド �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１０．１１ 東京２着

２００７．２．１３生 牡３黒鹿 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト ５戦３勝 賞金 ６８，６６１，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０４８ ２月７日 晴 良 （２２東京１）第４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

５９ � フミノパシフィック 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ５０４± ０１：２４．７ ９．６�

７１３ メイショウヨシヒサ 牡７黒鹿５７ 吉田 隼人松本 好�氏 河内 洋 浦河 信岡牧場 ４６６－ ４１：２４．８� ３．６�
６１２	� ザッハーマイン 牝５鹿 ５５ 中谷 雄太吉田 和子氏 国枝 栄 米 Robert S.

Evans ４８８－ ８１：２４．９クビ １２．０�
６１１	 セイウンアスラン 牡４栗 ５７ C．ルメール 西山 茂行氏 手塚 貴久 米

Diane Shashura, G.
David Shashura & and
Bridle Breezes, LLC.

５０８＋ ２１：２５．２２ ６．２�
（仏）

８１６ フィールドジュエル 牡８鹿 ５７ 柴田 善臣地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４８８＋１２１：２５．３クビ ２６．８�
７１４ ケイアイダイオウ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５３０－１６ 〃 クビ ４．０	
３５ フサイチコウキ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：２５．９３� ５．６

４７ チャリティショウ 牡６栗 ５７ 武士沢友治加藤 徹氏 柴田 政人 門別 本田 武雄 ５０４± ０ 〃 アタマ １７１．１�
８１５ サルバドールアスカ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹則武 輝一氏 伊藤 大士 新冠 坂元牧場 ４８２－ ２１：２６．０クビ １９．２�
３６ ステイドリーム 牡５青 ５７ 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 ５０８± ０ 〃 アタマ ４４．４�
１１ ケイアイモーガン 牡５栗 ５７ 大庭 和弥 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４７８± ０１：２６．５３ ７５．７�
１２ カラベルラティーナ 牝６鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真 キャロットファーム 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４３４－ ２ 〃 クビ ２９．６�
２４ 	 カロンセギュール 牝６鹿 ５５ 坂井 英光吉田 和子氏 戸田 博文 米 Sequel０１（Tho-

mas/Lakin/Kintz） ４５２＋ ４ 〃 アタマ １２４．９�
（大井）

２３ エヴァシャイン 牡６栗 ５７ 津村 明秀田所 英子氏 武市 康男 三石 下屋敷牧場 ４８６－ ２１：２６．６クビ ４７．６�
４８ 	 リスペクトキャット 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Brushwood

Stable ４９８＋１０１：２７．６６ ８９．１�
５１０ ヤマニンプレアデス 牡７鹿 ５７ 江田 照男土井 肇氏 佐藤 吉勝 新冠 錦岡牧場 ４９０＋ ４１：２７．８１� ３０３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６５，５８０，９００円 複勝： ９１，２２０，４００円 枠連： ７３，０２７，５００円

普通馬連： ２４１，３１３，２００円 馬単： １４１，２０６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ７５，６１２，０００円

３連複： ２８９，９１５，５００円 ３連単： ６１９，６０４，５００円 計： １，５９７，４８０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ２７０円 � １７０円 � ３４０円 枠 連（５－７） ９４０円

普通馬連 �� １，５３０円 馬 単 �� ３，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� １，６６０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ４，９５０円 ３ 連 単 ��� ３５，８００円

票 数

単勝票数 計 ６５５８０９ 的中 � ５４２２６（５番人気）
複勝票数 計 ９１２２０４ 的中 � ８３７２７（５番人気）� １８０３７６（１番人気）� ６２１６１（６番人気）
枠連票数 計 ７３０２７５ 的中 （５－７） ５７６５７（５番人気）
普通馬連票数 計２４１３１３２ 的中 �� １１６９７０（５番人気）
馬単票数 計１４１２０６４ 的中 �� ２６７７７（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５６１２０ 的中 �� ２９７２５（５番人気）�� １０７４７（２１番人気）�� ２６０１５（７番人気）
３連複票数 計２８９９１５５ 的中 ��� ４３２７１（１６番人気）
３連単票数 計６１９６０４５ 的中 ��� １２７７４（１１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．６―４７．６―５９．９―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フミノパシフィック �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 エ ブ ロ ス

２００５．５．２６生 牡５栗 母 モ リ チ ヅ ル 母母 ベ ル ロ ビ ン １６戦３勝 賞金 ４６，６４９，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

※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。



（２２東京１）第４日 ２月７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 １７６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

２５４，３８０，０００円
１０，６５０，０００円
７，０６０，０００円
１，５００，０００円
２５，１９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，２９４，０００円
５，４７１，８００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
５０８，２６１，８００円
７１８，０１７，２００円
４６１，９１０，８００円
１，７６９，６７５，０００円
１，２３３，１７６，４００円
５２４，８８２，１００円
１，９３８，８７８，７００円
４，４９７，９０７，３００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 １１，６５２，７０９，３００円

総入場人員 ３３，８７５名 （有料入場人員 ３２，７５９名）




