
０３０８５ ２月２１日 晴 良 （２２東京１）第８日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時００分 （ダート・左）

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

４８ ガンマーバースト 牡３鹿 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ４８８＋ ４１：２６．８ ５．９�

５９ シンボリルルド 牡３鹿 ５６ 北村 宏司シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４５６＋ ２１：２７．６５ １．９�
１２ タマノリテラシー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７６＋ ４１：２７．８１� ４８．８�
３６ � ミリオンデンジャー 牡３鹿 ５６ 江田 照男�岡崎牧場 石毛 善彦 米 Jerry Jam-

gotchian LLC ５０２± ０１：２８．１１� ４．９�
７１３ ディアイリス 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�樽さゆり氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４３６－ ６１：２８．９５ ２２．４�
５１０ クロススピリット 牡３黒鹿５６ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４８０＋２２１：２９．２２ １５３．５�
３５ ハマノドリーム 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲丸山 元気若� 三郎氏 天間 昭一 日高 長谷川 一男 ４７０＋ ６１：２９．３� ３５．５	
６１１ ニシノファウスト 牡３栗 ５６ 松岡 正海西山 茂行氏 相沢 郁 むかわ 西山牧場 ４８０－ ６１：２９．４クビ ６．６

８１６ ホッカイマナウス 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�北海牧場 柴田 政人 日高 若林 武雄 ４９４＋ ４１：２９．７２ １００．６�
８１５ マキシムクローバー 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４３０＋ ６１：３０．６５ ２５．３�
２４ フジノベルモット 牡３青鹿５６ 武士沢友治藤井 五三氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ ８３．１
１１ ダマスカスローズ 牝３鹿 ５４ 石神 深一�ターフ・スポート佐々木亜良 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４１２－ ２１：３０．７クビ ２４６．５�
４７ サチノグッドラック 牝３栗 ５４ 柴山 雄一佐藤 幸彦氏 畠山 吉宏 日高 豊洋牧場 ４８０± ０１：３１．１２� ６７．４�
２３ バンダムパシアン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠山科 統氏 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 B３９８－ ８１：３２．２７ ８６．１�
７１４ バ シ タ ッ プ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４００－ ２ 〃 ハナ ３１４．２�
６１２ ロサオブゲルニカ 	３鹿 ５６ 小野 次郎吉田 勝己氏 古賀 史生 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング ４６８± ０１：３３．２６ １３５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７３１，８００円 複勝： ３６，５６５，１００円 枠連： １５，４７９，６００円

普通馬連： ６２，３４２，３００円 馬単： ４８，１２２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，７９５，７００円

３連複： ７７，５１９，２００円 ３連単： １２９，１４５，３００円 計： ４１２，７０１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ６８０円 枠 連（４－５） ６１０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ２，３００円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ４，２９０円 ３ 連 単 ��� ２０，９９０円

票 数

単勝票数 計 １９７３１８ 的中 � ２６３８７（３番人気）
複勝票数 計 ３６５６５１ 的中 � ３５９５７（４番人気）� １７６９７７（１番人気）� ６９３５（８番人気）
枠連票数 計 １５４７９６ 的中 （４－５） １９００８（３番人気）
普通馬連票数 計 ６２３４２３ 的中 �� ８２３５７（２番人気）
馬単票数 計 ４８１２２２ 的中 �� ２４４９６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３７９５７ 的中 �� １８６４９（３番人気）�� ２３４３（２４番人気）�� ５６８０（９番人気）
３連複票数 計 ７７５１９２ 的中 ��� １３３５４（１５番人気）
３連単票数 計１２９１４５３ 的中 ��� ４５４２（５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．２―３６．５―４９．８―１：０２．３―１：１４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．３―３F３７．０
３ ８，９（６，１３）１１（２，１２）１４（１０，１５）５－１６，４－７，３－１ ４ ・（８，９）１３，６，１１（２，１２）１０（５，１５）１４－（１６，７）（４，３）１

勝馬の
紹 介

ガンマーバースト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２００９．１１．１ 東京６着

２００７．３．６生 牡３鹿 母 マジェスティックラニア 母母 Crystal Ring ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 タマノリテラシー号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バンダムパシアン号・バシタップ号は，平成２２年３月２１日まで平地競走に出走できない。

ロサオブゲルニカ号は，平成２２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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アイファールンバ号・ナンデヤネン号・ニーニョデルシエロ号・ネコキック号・ミスイサリビ号・

ラビットラヴソング号



０３０８６ ２月２１日 晴 良 （２２東京１）第８日 第２競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分 （ダート・左）

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

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

１２ リーサムキッド 牡３鹿 ５６ 松岡 正海平田 修氏 手塚 貴久 日高 シンコーファーム ４９２＋ ２２：１６．７ ５．７�

２４ レッドシャリオ 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 三城牧場 ５００－ ４２：１６．８� ７．０�
７１４ 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 ４７２－ ４ 〃 ハナ ２．０�

（仏）

２３ ゲットワンダー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝伊東 純一氏 萩原 清 日高 ヤナガワ牧場 ４７６＋ ４２：１７．６５ ２７．０�
６１１ メジロビューレン 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太�メジロ牧場 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ４４４＋ ４２：１７．７� ５５．６�
４８ マイネルバンベール 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 ４６６－ ２２：１７．８� ６５．９	
５１０ テイクザファントム 牡３栗 ５６ M．デムーロ水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 B５０８＋ ６２：１８．４３� １１．２


（伊）

５９ イーグルドライヴ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 酒井牧場 ５０４＋ ６２：１８．８２� ９．１�
６１２ シャコームサシ 牡３鹿 ５６ 江田 照男グレイドレーシング組合 矢野 照正 新冠 柏木 一則 ５３４－ ２２：１８．９� ６３．４�
１１ プロスペクタス 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４２８－ ２２：２０．１７ ２６８．３
３５ トウカイシエロ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 中島牧場 ４５６－１２ 〃 ハナ ９４．０�
４７ グレイトサム 牡３栗 ５６ 高橋 智大�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４８６－ ４２：２０．３１� ２４．３�
３６ スノーピーパッド 牡３芦 ５６ 的場 勇人小山 豊氏 阿部 新生 新ひだか 岡田牧場 ５０８＋１０２：２０．４クビ ５２．４�
８１５ ダイワシールド 牡３栗 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 秋山 雅一 新ひだか 折手牧場 ４７４－１０２：２０．５� ４２．０�
８１６ コスモマーシャル 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 法理牧場 ５０８－ ６２：２１．４５ ４５３．６�
７１３ オペラテイオウ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太池田 豊治氏 伊藤 伸一 大樹 熱川 牧場 ４７６－ ２２：２２．４６ １７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５８４，０００円 複勝： ４０，３７８，１００円 枠連： ２３，０８７，６００円

普通馬連： ７２，７０３，９００円 馬単： ５５，６６８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，４２７，４００円

３連複： ９４，９８９，６００円 ３連単： １４４，６９４，３００円 計： ４８３，５３３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（１－２） １，０２０円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ２４０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 ��� ８，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２１５８４０ 的中 � ３００５６（２番人気）
複勝票数 計 ４０３７８１ 的中 � ６４７１４（２番人気）� ５１４３２（３番人気）� １４３６７７（１番人気）
枠連票数 計 ２３０８７６ 的中 （１－２） １６８６５（４番人気）
普通馬連票数 計 ７２７０３９ 的中 �� ４１５２０（５番人気）
馬単票数 計 ５５６６８１ 的中 �� １６４１０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０４２７４ 的中 �� １４１６９（５番人気）�� ３３３６１（２番人気）�� ３４５７８（１番人気）
３連複票数 計 ９４９８９６ 的中 ��� ６５５４５（１番人気）
３連単票数 計１４４６９４３ 的中 ��� １３２８３（１５番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．９―１３．０―１３．１―１３．２―１３．３―１３．３―１３．８―１３．０―１２．５―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１８．８―３１．８―４４．９―５８．１―１：１１．４―１：２４．７―１：３８．５―１：５１．５―２：０４．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

リーサムキッド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００９．１２．２０ 中山９着

２００７．３．２４生 牡３鹿 母 シンコウイマージン 母母 Vivid Imagination ４戦１勝 賞金 ７，６００，０００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。



０３０８７ ２月２１日 晴 良 （２２東京１）第８日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５１０ エフティフローラ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：４０．０ ４．１�

４８ 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 ４８４＋ ２１：４０．６３� １１．３�
１２ ハネダボサツ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治鈴木 とし氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ５００± ０１：４１．３４ ５．５�
８１５ トーヨーサリー 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真�トーヨークラブ 古賀 史生 様似 中村 俊紀 ４４４＋ ８１：４１．５１� １０８．６�
６１１ タマモメロディ 牝３青 ５４ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新冠 守矢牧場 ４３０－ ４１：４１．７１� １０．２�
８１６ オーダーラッシュ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４３０＋１０１：４２．０１� ３２．１	
６１２ サクラベッシー 牝３鹿 ５４ 田中 博康�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 山田牧場 ４７８－ ２ 〃 ハナ １６．１

１１ ブライティアレザー 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介小林 昌志氏 池上 昌弘 平取 雅 牧場 ４４８－ ２１：４２．４２� ３０２．８�
３５ ママズディッシュ 牝３芦 ５４ 横山 典弘金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ４ 〃 クビ ４．４�
７１３ ソフィバニヤン 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝津村 靖志氏 萩原 清 日高 下河辺牧場 ４８４＋ ２１：４２．７１� ４．６
２４ マ レ ー ネ 牝３芦 ５４ 北村 宏司�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４３２－ ６１：４３．０２ ３１．５�
３６ ノアスピリタス 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人佐山 公男氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 ４４８± ０１：４３．１� ７６．６�
４７ デルマドミティア 牝３鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介浅沼 廣幸氏 小林 常泰 日高 ファニーヒルファーム ４４０＋ ６１：４３．２クビ １８３．０�
２３ スリーキャプテン 牝３栗 ５４ 村田 一誠永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４８６＋ ６１：４５．５大差 １２４．１�
７１４ スーパーティチャー 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４９４＋ ６１：４７．９大差 ２７．２�

（１５頭）
５９ サ ヤ ン ク ー 牝３鹿 ５４ 青木 芳之加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 斉藤 政志 ４８２－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２３，８２２，３００円 複勝： ４２，３３９，９００円 枠連： ２２，９６４，８００円

普通馬連： ８３，３９６，７００円 馬単： ５５，０７３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，０６６，８００円

３連複： ９７，６５５，３００円 ３連単： １４２，８７７，４００円 計： ４９７，１９６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � ２７０円 � １７０円 枠 連（４－５） ２，５３０円

普通馬連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ４，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ４３０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ３，３７０円 ３ 連 単 ��� ２０，０４０円

票 数

単勝票数 差引計 ２３８２２３（返還計 ５０９８） 的中 � ４６１３５（１番人気）
複勝票数 差引計 ４２３３９９（返還計 ９１９５） 的中 � ８２１２４（１番人気）� ３４６０１（５番人気）� ７０２１４（２番人気）
枠連票数 差引計 ２２９６４８（返還計 １８１０） 的中 （４－５） ６７２３（１３番人気）
普通馬連票数 差引計 ８３３９６７（返還計 ４１８３２） 的中 �� ２６１３６（９番人気）
馬単票数 差引計 ５５０７３６（返還計 ２７９６９） 的中 �� １００２３（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２９０６６８（返還計 ２２８２２） 的中 �� ９１５０（９番人気）�� １７７４２（２番人気）�� ９９０７（８番人気）
３連複票数 差引計 ９７６５５３（返還計 ９３４２３） 的中 ��� ２１４２９（９番人気）
３連単票数 差引計１４２８７７４（返還計１３３３４９） 的中 ��� ５２６３（５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．７―４８．０―１：０１．２―１：１４．３―１：２６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エフティフローラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Ski Champ デビュー ２００９．７．２５ 新潟５着

２００７．２．１生 牝３黒鹿 母 ヴ ォ ル ピ ア 母母 Najera ６戦１勝 賞金 １１，５００，０００円
〔競走除外〕 サヤンクー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し、疾病〔右腰角部挫創〕を発症したため競走除外。発走

時刻６分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サヤンクー号は，平成２２年２月２２日から平成２２年３月２３日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーキャプテン号・スーパーティチャー号は，平成２２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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 アイアイレインボー号



０３０８８ ２月２１日 晴 良 （２２東京１）第８日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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

３４ ホローポイント 牡３芦 ５６ C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５１８ ―１：４０．８ １．５�
（仏）

８１４ キリキングスター 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�本桐牧場 清水 英克 新ひだか 本桐牧場 ５０２ ―１：４１．３３ ６．３�
６１０ サクラブライアンス 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 ４８６ ―１：４１．７２� ３７．３�
６１１ ヤマニンアーシー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人土井 肇氏 池上 昌弘 浦河 廣田 伉助 ４５８ ―１：４２．８７ １２０．０�
５９ ミストラルスーパー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘首藤 徳氏 池上 昌弘 浦河 野表 俊一 ４８４ ―１：４３．４３� １２．４�

（ラエティティア）

７１３ ガ ブ リ ヨ リ 牡３青鹿５６ M．デムーロ中西 功氏 森 秀行 日高 北陽ファーム ５００ ―１：４３．８２� １０．１	
（伊）

５８ トーアシングン 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一高山ランド� 小島 茂之 豊浦トーア牧場 ５０４ ―１：４４．６５ １１９．７

４６ ダイビングキャッチ 牡３芦 ５６ 大庭 和弥島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ４６０ ―１：４４．８１� ３２．８�
４７ シルクリードオフ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次有限会社シルク清水 美波 新冠 石田牧場 ５３４ ―１：４５．３３ ２２６．４�
８１５ コアレスグルーム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義小林 昌志氏 田中 清隆 平取 コアレススタッド ４６０ ― 〃 クビ １３．１
２３ トウショウカナル 牡３栗 ５６ 小林 淳一トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４２ ―１：４５．５１ １１８．０�
１１ バトルダーウィン 牡３栗 ５６ 吉田 豊宮川 秋信氏 清水 久詞 浦河 多田 善弘 ４６２ ―１：４７．２大差 ６９．３�
７１２ サザンマグノリア 牡３黒鹿５６ 田中 博康 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 祥泰 新ひだか 城地 清満 ５０６ ―１：５６．４大差 １１５．０�
２２ ヒシクリスエス �３黒鹿５６ 北村 宏司阿部雅一郎氏 坂本 勝美 新冠 カミイスタット ５０８ ―１：５８．７大差 ２０．３�

（１４頭）
３５ ゴールデンドラフト 牡３栗 ５６ 川田 将雅大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム ４７６ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２６，６０３，９００円 複勝： ３５，０３３，１００円 枠連： ２２，６６５，４００円

普通馬連： ６３，２２９，３００円 馬単： ５７，５８４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８６０，４００円

３連複： ７５，２９０，２００円 ３連単： １３６，５００，０００円 計： ４４０，７６６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ４６０円 枠 連（３－８） ２５０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� ６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ８３０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� ３，０８０円 ３ 連 単 ��� ７，１３０円

票 数

単勝票数 差引計 ２６６０３９（返還計 ２４４８） 的中 � １４５２５７（１番人気）
複勝票数 差引計 ３５０３３１（返還計 ４２６０） 的中 � １４９９９２（１番人気）� ５３２６７（２番人気）� １０２９９（８番人気）
枠連票数 差引計 ２２６６５４（返還計 ２１６２） 的中 （３－８） ６９１９０（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ６３２２９３（返還計 １３１７９） 的中 �� １０６５１７（１番人気）
馬単票数 差引計 ５７５８４５（返還計 １１３１２） 的中 �� ７１０１２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２３８６０４（返還計 ８０８４） 的中 �� ３５１３９（１番人気）�� ６３５６（９番人気）�� ２９１４（２０番人気）
３連複票数 差引計 ７５２９０２（返還計 ３４０４５） 的中 ��� １８０４６（９番人気）
３連単票数 差引計１３６５０００（返還計 ５５６３１） 的中 ��� １４１４１（１５番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．７―１２．０―１２．９―１３．７―１３．２―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．２―２４．９―３６．９―４９．８―１：０３．５―１：１６．７―１：２８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３７．３
３ ・（１，４）（７，１５）（１０，１３，１４）－１１，６＝９－３－８＝２＝１２ ４ ・（１，４）１５（１０，１４）（７，１３）－１１－９－６－３－８＝２－１２

勝馬の
紹 介

ホローポイント �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００７．４．１３生 牡３芦 母 シーディザーブス 母母 ディフェレンテ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 ゴールデンドラフト号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻４分遅延。
〔発走状況〕 ガブリヨリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ガブリヨリ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルダーウィン号・サザンマグノリア号・ヒシクリスエス号は，平成２２年３月２１日まで平地競走

に出走できない。
※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。



０３０８９ ２月２１日 晴 良 （２２東京１）第８日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３５ メンブランツァ 牝３鹿 ５４ 江田 照男 �グリーンファーム 矢野 照正 新ひだか 嶋田牧場 ４１２ ―１：３８．８ ４２．５�

８１６ アルアラビアン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ４６０ ―１：３９．１１� ２．２�
（アルテン）

７１３ デュリュクス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一斎木 隆男氏 清水 英克 浦河 赤田牧場 ４１２ ―１：３９．３１� ４７．５�
２３ スリーロッキー 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳永井商事� 柄崎 孝 新ひだか 岡野牧場 ４４４ ―１：３９．４� ６６．７�
４８ ルージュビクトリー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広林 義彦氏 嶋田 功 日高 戸川牧場 ４５０ ―１：３９．５� ５９．６�
６１２ セレナプレジール 牡３鹿 ５６

５３ ▲丸山 元気島川 利子氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４７０ ― 〃 クビ １９．５	
４７ トーセンウラヌス 牝３青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真島川 
哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム ４４４ ― 〃 アタマ ７５．３�

１２ エクセルヴォイージ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５３２ ―１：４０．１３� ５．８�

２４ マイネルイルマーレ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新ひだか 仲野牧場 ４５４ ― 〃 クビ ９．４

１１ カンマビード 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム ４６０ ―１：４０．２クビ ８．６�
６１１ ア バ デ ィ 牡３黒鹿５６ 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 日高 小屋畑 和久 ４７２ ―１：４０．４１� ５５．５�
３６ ゴールデンブレット 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５４０ ―１：４０．８２� ２８．５�
８１５ ケージータンゴ 牝３黒鹿５４ 武 豊川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 ４４４ ― 〃 ハナ ８．１�
５９ マイネルクアパパ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 根本 康広 様似 猿倉牧場 ４３４ ―１：４０．９� ３３．３�
５１０ ポ ン タ ク ン 	３黒鹿５６ 北村 宏司村田 哲朗氏 坂本 勝美 日高 藤本 友則 ４６０ ―１：４１．５３� ５１．３�
７１４ フウシカデン 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ４５８ ― 〃 クビ ３５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７６５，３００円 複勝： ２９，２０３，８００円 枠連： ２７，７６９，１００円

普通馬連： ６４，１９７，６００円 馬単： ５３，４６０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５９４，６００円

３連複： ８３，４７５，３００円 ３連単： １２８，２２３，７００円 計： ４３２，６９０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，２５０円 複 勝 � ９８０円 � １３０円 � ２，１５０円 枠 連（３－８） １，２５０円

普通馬連 �� ５，４５０円 馬 単 �� １６，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２２０円 �� ３５，６９０円 �� ４，８６０円

３ 連 複 ��� １９１，３２０円 ３ 連 単 ��� １，０６３，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２１７６５３ 的中 � ４０４０（１０番人気）
複勝票数 計 ２９２０３８ 的中 � ５４５１（１１番人気）� １０３５２９（１番人気）� ２３７７（１６番人気）
枠連票数 計 ２７７６９１ 的中 （３－８） １６４１８（５番人気）
普通馬連票数 計 ６４１９７６ 的中 �� ８７０６（１６番人気）
馬単票数 計 ５３４６０７ 的中 �� ２４２８（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５９４６ 的中 �� ２７７２（２２番人気）�� １６７（１２０番人気）�� １２４４（４６番人気）
３連複票数 計 ８３４７５３ 的中 ��� ３２２（３０４番人気）
３連単票数 計１２８２２３７ 的中 ��� ８９（１６２３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．９―１３．５―１３．２―１１．６―１１．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．５―３７．４―５０．９―１：０４．１―１：１５．７―１：２６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メンブランツァ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Barathea 初出走

２００７．３．１３生 牝３鹿 母 ダンツライラック 母母 Dixie Eyes Blazing １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 フウシカデン号の騎手津村明秀は，第７日第５競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アサクサハンター号・アラマササンデー号・キンショールビー号・グッドメロディー号・コスモピカマル号・

セイカソラミル号・ヒカルハナミチ号・メイシャイン号・ラストノート号・ワンフォーザロード号



０３０９０ ２月２１日 晴 良 （２２東京１）第８日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１２時５０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

５１０ ファビラスボーイ 牡５芦 ５７ M．デムーロ中村 昭博氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５２８－ ４１：４９．０ ３．９�
（伊）

２３ ミステリアスライト 牡５栗 ５７ C．ルメール �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５０６＋１２１：４９．２１ ６．２�
（仏）

７１４ ウエイクアイランド 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６１：４９．３� １１．３�
５９ レイクメリット 牝４鹿 ５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：４９．５１� ３．４�
４７ 	 モエレアイドル 牝４黒鹿５４ 松岡 正海阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか 中村 和夫 ４４４＋ ２１：４９．９２
 ８６．０�
１１ 	 ラインウインド 牡５鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真志邑 宣彦氏 水野 貴広 静内 高橋 修 ４７４＋ ８ 〃 クビ ８３．８�
１２ ニシノルーファス 牝４鹿 ５４ 田中 勝春西山 茂行氏 古賀 慎明 鵡川 西山牧場 B４５８＋ ４１：５０．１１
 １８．２	
７１３ エ ン ブ リ オ 牡４鹿 ５６

５５ ☆丸田 恭介石川 一義氏 清水 英克 新ひだか 藤井 益美 ４８０＋ ４１：５０．２
 ７．０

２４ アオゾラペダル 牝４黒鹿５４ 藤田 伸二小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７０＋１２ 〃 ハナ ２８．７�
３５ ジュメイラムーン 牡５鹿 ５７ 横山 典弘 �グリーンファーム 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ５２４＋１６ 〃 クビ ３９．４
８１６ キングスデライト 牡６栗 ５７ 吉田 隼人 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ５３６＋ ８１：５０．３
 ７１．６�
６１１	 サトノパラダイス 牡４芦 ５６ 蛯名 正義里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１０＋１７１：５０．４クビ ４４．３�
８１５ ブルームインハート 牝４黒鹿５４ 岩田 康誠平井 裕氏 本郷 一彦 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５２＋ ２１：５０．６１� ８．２�
３６ 	 ディベイター 牡５栃栗 ５７

５４ ▲丸山 元気岡田 牧雄氏 星野 忍 静内 岡田スタツド ４９４＋１０ 〃 クビ ３２２．２�
４８ モンテフェニックス 牡５鹿 ５７ 四位 洋文毛利 喜昭氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ５ 〃 ハナ ７７．１�
６１２	 マサノシャルナ 牝４黒鹿５４ 高橋 智大山本 武司氏 奥平 雅士 浦河 カナイシスタッド B４６８－ ８ 〃 ハナ ３１８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，８２４，４００円 複勝： ４７，４４９，４００円 枠連： ２９，３６３，１００円

普通馬連： ９７，２８８，７００円 馬単： ６７，６６８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，１５６，０００円

３連複： １１４，１２２，６００円 ３連単： １７８，５０８，５００円 計： ６００，３８１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ３００円 � ３３０円 枠 連（２－５） ５７０円

普通馬連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ８５０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ４，１００円 ３ 連 単 ��� １９，２６０円

票 数

単勝票数 計 ３０８２４４ 的中 � ６３２５１（２番人気）
複勝票数 計 ４７４４９４ 的中 � ９７７２５（２番人気）� ３８１５９（５番人気）� ３２７８４（６番人気）
枠連票数 計 ２９３６３１ 的中 （２－５） ３８３６３（２番人気）
普通馬連票数 計 ９７２８８７ 的中 �� ５７６８５（３番人気）
馬単票数 計 ６７６６８７ 的中 �� ２４１７３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５１５６０ 的中 �� １５１２９（５番人気）�� １０１６２（１０番人気）�� ６０３８（１７番人気）
３連複票数 計１１４１２２６ 的中 ��� ２０５６２（１２番人気）
３連単票数 計１７８５０８５ 的中 ��� ６８４２（４７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．８―１２．３―１３．２―１３．４―１１．７―１１．１―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３５．８―４８．１―１：０１．３―１：１４．７―１：２６．４―１：３７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３４．３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファビラスボーイ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー ２００８．１．１９ 中山１着

２００５．６．２生 牡５芦 母 ファビラスラフイン 母母 Mercalle １１戦３勝 賞金 ３９，３９７，０００円
〔制裁〕 マサノシャルナ号の騎手高橋智大は，２コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１０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） １頭 ベイルリ号
（非抽選馬） ５頭 サマーアクトレス号・ドリームゲイル号・ポコアポコフォルテ号・マルタカハンター号・ロードクリムゾン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０３０９１ ２月２１日 晴 良 （２２東京１）第８日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３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

４７ サクセスオネスティ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司�嶋 祐子氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ５０６－ ４１：２４．６ ３．３�

１１ エーシンビートロン 牡４黒鹿５７ 武 豊�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 ４７０－ ８１：２４．７� ２．２�
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 ４７２＋ ６１：２４．９１� ４．５�
２３ � ヌ ー サ 牡７栗 ５７

５４ ▲草野 太郎モナコ商事� 坂本 勝美 浦河 �桁牧場 ４６２＋ ２１：２５．４３ ２８．８�
６１１ ソークアップザサン 牡４栗 ５７ 田中 博康 	社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４４６－ ２１：２５．７２ ８３．３

３４ スカーレットライン 牡５栗 ５７ C．ルメール �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：２５．９１ ８．５�

（仏）

８１５ ホワイトヴェール 牝６芦 ５５ 吉田 豊下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４６２＋ ８ 〃 クビ ３３．８�
３５ ホワイトクルーザー 牝４芦 ５５

５２ ▲丸山 元気	グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５０± ０１：２６．０クビ １９９．１
８１４ ラオムフェーレ 牡６栗 ５７ 柴田 大知	ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４９４－ ２１：２６．４２� ４９４．４�
５９ マイネルエルドラド 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ５０６＋ ６ 〃 アタマ ２８．６�
２２ ノーフォークパイン 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４－ ４ 〃 クビ １６１．４�

６１０ ケイアイマッシブ 牡４栗 ５７ 田辺 裕信 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 新ひだか 前川 隆則 ５１６－ ４１：２６．６１ １０４．６�

７１２ リーズレセプション 牡６黒鹿５７ 江田 照男	佐藤牧場 藤原 辰雄 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ４１：２６．８１� １５１．７�
（法６３４）

５８ ケージーファントム 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介川井 五郎氏 水野 貴広 三石 松本牧場 ５２４＋１０１：２７．０１� ９６．１�
４６ グリンガレット 牡８鹿 ５７ 柴山 雄一	ターフ・スポート粕谷 昌央 静内 聖心台牧場 ４９６＋１６１：２８．２７ ３４１．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３５，６９５，４００円 複勝： ５０，１８５，４００円 枠連： ２６，００２，８００円

普通馬連： １１３，７８８，９００円 馬単： ８８，３２２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，９７６，３００円

３連複： １３０，６９２，３００円 ３連単： ２６３，６７４，３００円 計： ７４６，３３７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（１－４） ４００円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� １８０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ３９０円 ３ 連 単 ��� ２，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３５６９５４ 的中 � ８７６５６（２番人気）
複勝票数 計 ５０１８５４ 的中 � １２０６８７（２番人気）� １４０４３２（１番人気）� １００５８７（３番人気）
枠連票数 計 ２６００２８ 的中 （１－４） ４８７３９（１番人気）
普通馬連票数 計１１３７８８９ 的中 �� ２２１２８３（１番人気）
馬単票数 計 ８８３２２２ 的中 �� ７２２４０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７９７６３ 的中 �� ６２３８４（１番人気）�� ５５８３２（２番人気）�� ４１２８７（３番人気）
３連複票数 計１３０６９２３ 的中 ��� ２５１６１８（１番人気）
３連単票数 計２６３６７４３ 的中 ��� ８２９５８（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．３―４７．３―５９．４―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクセスオネスティ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．３．１ 中山５着

２００６．４．１４生 牡４鹿 母 サクセスビューティ 母母 アワーミスレッグス １０戦２勝 賞金 ３６，４５４，０００円
［他本会外：１戦１勝］

※出走取消馬 シャドウデイル号（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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 フィールドジュエル号
※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。



０３０９２ ２月２１日 晴 良 （２２東京１）第８日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

１２ ペ チ カ 牝６芦 ５５
５２ ▲丸山 元気吉田 照哉氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４１：２１．５ １１．８�

２３ ダイメイザバリヤル 牝６鹿 ５５ 武 豊宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４４０－ ２１：２１．８１� ６．１�

３６ シャイニーデザート 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５２４－ ２ 〃 クビ ５．９�
１１ サマーエタニティ 牝５芦 ５５ 石橋 脩セゾンレースホース� 畠山 吉宏 門別 白井牧場 ５０８＋１０１：２１．９� １９．０�
３５ マヤノロシュニ 牝４芦 ５５ 吉田 隼人田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 ４４０＋ ２１：２２．０� ６．９�
２４ 	 シベリアンヒート 牡７芦 ５７ 田辺 裕信藤田 在子氏 堀井 雅広 米

Gaines－Gentry Thor-
oughbreds, Scott Pierce
& Omar Trevino

５３０＋１８ 〃 クビ ７４．５�
６１１ シェリルピンク 牝５黒鹿５５ 木幡 初広 	社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５２０＋１０１：２２．２１
 １０．４

４８ アラマサスクワート 牝４鹿 ５５ 的場 勇人	アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６０＋ ４１：２２．４１
 ２９．４�
５９ ジョウテンロマン 牡７栗 ５７ 岩田 康誠田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 ４９２＋ ４１：２２．８２� ５５．６�
５１０ クリンゲルベルガー 牝４芦 ５５ C．ルメール 	キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３２－ ２１：２３．０１
 ２３．５

（仏）

４７ カ ピ タ ー ノ 牡６黒鹿５７ 後藤 浩輝 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４９０＋ ４１：２３．１� ４．０�

７１４	 ロックオブサリサ 牝５鹿 ５５ M．デムーロ斉藤 敏博氏 森 秀行 愛 T. Saito ４３４－ ６１：２３．３１� ７．１�
（伊）

７１３ テントゥワン 牡７黒鹿５７ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４３６－ ２１：２３．５１
 ２５７．８�
８１６ トーセンオーパス 牡４鹿 ５７ 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２１：２３．６クビ ２３．４�
８１５ タケデンサンバ 牝７栗 ５５ 大庭 和弥武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４７２± ０１：２４．７７ ３１６．８�
６１２ リネンフィールド 牝６栗 ５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 三石 平野牧場 ５０４＋ ８１：２４．９１� ３６９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，８７３，３００円 複勝： ４６，３３１，９００円 枠連： ３３，２９２，５００円

普通馬連： １２８，１００，３００円 馬単： ７３，５３０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，６６８，０００円

３連複： １４２，９５５，１００円 ３連単： ２３１，１９９，０００円 計： ７２６，９５０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１８０円 複 勝 � ３６０円 � ２２０円 � ２３０円 枠 連（１－２） ２，０９０円

普通馬連 �� ５，９２０円 馬 単 �� １１，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６９０円 �� １，０５０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� １１，２００円 ３ 連 単 ��� ８８，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３０８７３３ 的中 � ２０７６３（７番人気）
複勝票数 計 ４６３３１９ 的中 � ２９８８０（７番人気）� ６１８８４（２番人気）� ５５５３６（３番人気）
枠連票数 計 ３３２９２５ 的中 （１－２） １１７６７（１１番人気）
普通馬連票数 計１２８１００３ 的中 �� １５９７０（２４番人気）
馬単票数 計 ７３５３０４ 的中 �� ４５３２（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０６６８０ 的中 �� ５８００（２１番人気）�� ９６４７（１４番人気）�� １１６６８（７番人気）
３連複票数 計１４２９５５１ 的中 ��� ９４２７（４０番人気）
３連単票数 計２３１１９９０ 的中 ��� １９２９（２９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．８―３５．６―４７．１―５８．３―１：０９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．４
３ ２（１，５，１４）（４，１０）（３，１１）（６，１２）１５（８，７）（１３，９，１６） ４ ２（５，１４）１，４－（３，１０）（６，１１，１５）１２（８，７，１６）９，１３

勝馬の
紹 介

ペ チ カ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Lyphard デビュー ２００７．１．２１ 中山４着

２００４．３．１３生 牝６芦 母 シャンティーフレイズ 母母 Caretta ２９戦３勝 賞金 ４９，１５２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アイオブザキング号・ウスイ号・カレンナサクラ号・シルクストライカー号・タマニューホープ号
（非抽選馬） ２頭 キングオザー号・ダイショウベリー号
※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。



０３０９３ ２月２１日 晴 良 （２２東京１）第８日 第９競走 ��
��１，８００�セントポーリア賞

発走１４時２５分 （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

７１２ バ シ レ ウ ス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 有限会社石川牧場 ４７４＋ ６１：４７．３ ７．７�

８１３ ヴァンダライズ 牡３栗 ５６ 吉田 豊前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４７０± ０１：４７．５１ １８．２�
３４ 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 ４５０－ ２１：４７．７１� ２４．６�
２２ トーセンマリーン 牡３黒鹿５６ 木幡 初広島川 �哉氏 宗像 義忠 新ひだか 城地 和義 ５１６＋ ４１：４７．９１� ４１．１�
１１ サイレントメロディ 牡３青 ５６ 横山 典弘 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８６－ ６ 〃 ハナ ４．８	
８１４ タムロスカイ 牡３栗 ５６ 武 豊谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４５８－ ２ 〃 アタマ ９．９

４５ モンテフジサン 牡３栗 ５６ 松岡 正海毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４６８± ０１：４８．４３ ３９．６�
６９ ディアブラスト 牡３黒鹿５６ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６８＋１０１：４８．５� ２４．４�
７１１ グランクロワ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６４－１０１：４８．６� ９．８
３３ チェンジオブシーン 牝３青 ５４ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０＋ ４１：４８．７� １７４．９�
５７ 	 フィールドスピカ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司 �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 ４７４－ ２１：４８．９１� １１８．８�
５８ タイセイレジェンド 牡３栗 ５６ C．ルメール 田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５１４－ ８１：４９．１１� ２．１�

（仏）

４６ アイウォントユー 牡３栗 ５６ 小野 次郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４４０－１２１：４９．２� ４２．８�
６１０
 エーシンテュポーン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４７４± ０１：５０．６９ ８９．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４７，８６６，７００円 複勝： ６５，８３３，６００円 枠連： ４４，１８９，８００円

普通馬連： １７６，２６８，７００円 馬単： １１４，６９６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，５７９，３００円

３連複： １８６，５３４，４００円 ３連単： ３６７，９９２，７００円 計： １，０５５，９６１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２９０円 � ４５０円 � ７２０円 枠 連（７－８） ９６０円

普通馬連 �� ５，６１０円 馬 単 �� １０，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６８０円 �� ３，０３０円 �� ４，８５０円

３ 連 複 ��� ６０，７６０円 ３ 連 単 ��� ２７２，６７０円

票 数

単勝票数 計 ４７８６６７ 的中 � ４８９８６（３番人気）
複勝票数 計 ６５８３３６ 的中 � ６７０８１（３番人気）� ３８０１５（６番人気）� ２２０７９（８番人気）
枠連票数 計 ４４１８９８ 的中 （７－８） ３４２９６（４番人気）
普通馬連票数 計１７６２６８７ 的中 �� ２３１９３（２１番人気）
馬単票数 計１１４６９６１ 的中 �� ８１３１（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２５７９３ 的中 �� ７８７０（２１番人気）�� ４２６５（３０番人気）�� ２６３７（４５番人気）
３連複票数 計１８６５３４４ 的中 ��� ２２６６（１２８番人気）
３連単票数 計３６７９９２７ 的中 ��� ９９６（５８９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．９―１２．３―１２．２―１２．１―１１．４―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３５．９―４８．２―１：００．４―１：１２．５―１：２３．９―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．８

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

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

バ シ レ ウ ス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００９．８．９ 札幌２着

２００７．５．２８生 牡３鹿 母 サ ヴ ァ ン ト 母母 Savannah Song ５戦２勝 賞金 ２２，２５５，０００円
〔発走状況〕 タイセイレジェンド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。



０３０９４ ２月２１日 晴 良 （２２東京１）第８日 第１０競走 ��
��１，６００�

は つ ね

初音ステークス
発走１５時００分 （芝・左）

牝，４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５５�
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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

４７ ブライティアパルス 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４５６－ ４１：３３．７ ５．２�

３４ マイネプリンセス 牝４鹿 ５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４７８＋ ６ 〃 クビ ３７．４�

４６ リ ビ ア ー モ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４９０－ ２１：３３．８クビ ２．３�
５９ クーデグレイス 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ８１：３３．９� ５．２�
２２ マイティースルー 牝４芦 ５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ２１：３４．０クビ １５．６�
７１２ フレンチノワール 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４７４－１０１：３４．２１� １５９．６	
８１４ マイネエスポワール 牝５栗 ５５ C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４５６－ ２１：３４．４１	 ３５．２

（仏）

２３ パールシャドウ 牝４鹿 ５５ 武 豊飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４５６＋１２ 〃 ハナ １６．６�
１１ ヘヴンリークルーズ 牝５黒鹿５５ 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４２＋ ６１：３４．５クビ ２７．９�
６１１ スペルバインド 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ５００＋ ４１：３４．６� ９．８
５８ シャランジュ 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６０－ ４ 〃 クビ １６１．８�
８１５ ラフレッシュブルー 牝５栗 ５５ 中舘 英二 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４４４－ ２１：３５．１３ ６５．７�
７１３ ブーケフレグランス 牝５栗 ５５ 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２６± ０ 〃 ハナ １８．６�
３５ アメジストリング 牝６黒鹿５５ M．デムーロ �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４７４± ０１：３５．５２� ３４．９�

（伊）

６１０
 エーシンコンファー 牝５青鹿５５ 藤岡 佑介�栄進堂 野元 昭 米 Winches-
ter Farm ４７４＋ ４１：３５．８１� １９３．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６０，３８２，８００円 複勝： ８１，８９８，５００円 枠連： ５６，５１２，６００円

普通馬連： ２２８，３５５，２００円 馬単： １３７，６７８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６５，６４５，７００円

３連複： ２４４，５６０，５００円 ３連単： ４７５，９８１，９００円 計： １，３５１，０１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � ５７０円 � １３０円 枠 連（３－４） １，４９０円

普通馬連 �� ７，３８０円 馬 単 �� １１，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９１０円 �� ３５０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ６，５５０円 ３ 連 単 ��� ４８，１００円

票 数

単勝票数 計 ６０３８２８ 的中 � ９２３２８（２番人気）
複勝票数 計 ８１８９８５ 的中 � １０９０６３（３番人気）� ２５０１６（９番人気）� ２４２６７８（１番人気）
枠連票数 計 ５６５１２６ 的中 （３－４） ２８１３８（８番人気）
普通馬連票数 計２２８３５５２ 的中 �� ２２８４４（２７番人気）
馬単票数 計１３７６７８０ 的中 �� ８９９１（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５６４５７ 的中 �� ７８４９（２５番人気）�� ５２７５９（２番人気）�� １１５９６（１６番人気）
３連複票数 計２４４５６０５ 的中 ��� ２７５８０（２２番人気）
３連単票数 計４７５９８１９ 的中 ��� ７３０４（１３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３４．８―４６．４―５８．４―１：１０．２―１：２１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライティアパルス �
�
父 ダイタクリーヴァ �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００７．１２．１６ 中京１着

２００５．４．１４生 牝５鹿 母 ストームサンデー 母母 Satiety １０戦５勝 賞金 ８４，１３２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。



０３０９５ ２月２１日 晴 良 （２２東京１）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第２７回フェブラリーステークス（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （ダート・左）

４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減
日本馬主協会連合会会長賞・全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９４，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，４００，０００円
付 加 賞 ３，４４４，０００円 ９８４，０００円 ４９２，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：３４．６
１：３３．３
１：３４．６

稍重

良

稍重

２４ エスポワールシチー 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 門別 幾千世牧場 ４９８－ ４１：３４．９ １．７�

２３ � テスタマッタ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford
Farm ４８２± ０１：３５．３２� １３．０�

３６ サクセスブロッケン 牡５青鹿５７ 内田 博幸�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 谷川牧場 ５３２＋１１１：３５．９３� ６．４�
１２ ケイアイテンジン 牡４栗 ５７ 四位 洋文 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４７６＋ ４１：３６．８５ １３６．５�
６１２ グロリアスノア 牡４黒鹿５７ 小林慎一郎�野 葉子氏 矢作 芳人 浦河 鮫川牧場 ５１８＋ ２１：３７．０１� １５．１�
１１ ダイショウジェット 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ５５８－ ６ 〃 クビ ６８．３�
７１３ ローレルゲレイロ 牡６青鹿５７ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７２＋ ４１：３７．１クビ ３４．０	
４７ トーセンブライト 牡９鹿 ５７ 北村 宏司島川 
哉氏 加藤 征弘 静内 岡田スタツド ５００± ０ 〃 クビ ２３６．０�
６１１� ス ー ニ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Highclere

Inc. ４７４＋ ４１：３７．４１	 ２６．６�
７１４ リーチザクラウン 牡４青鹿５７ 武 豊臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１０＋ ２１：３７．６	 ９．５
８１５
 ミリオンディスク 牡６栗 ５７ C．ルメール �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ５３０－ ２１：３８．０２� ８１．５�

（仏）

４８ レッドスパーダ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ５３８＋ ４１：３８．４２� ９．３�
８１６ ワイルドワンダー 牡８黒鹿５７ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４５６＋ ２１：３８．７２ ８１．５�
５９ ザ レ マ 牝６栗 ５５ M．デムーロ吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５３２－１２１：３９．４４ １００．６�

（伊）

３５ スーパーホーネット 牡７鹿 ５７ 藤岡 佑介田島 政光氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４６２－ ８１：４１．９大差 ５３．６�

（１５頭）
５１０ オーロマイスター 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４４７，２３１，５００円 複勝： ５２１，８６４，７００円 枠連： ３９７，９１９，３００円

普通馬連： １，７８５，０２８，５００円 馬単： １，２５６，５２９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４５８，８７９，３００円

３連複： ２，２６５，５０９，７００円 ３連単： ６，０５１，５８８，５００円 計： １３，１８４，５５０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １６０円 枠 連（２－２） ９１０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ２１０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ４，１９０円

票 数

単勝票数 差引計４４７２３１５（返還計 １０３６３） 的中 � ２１４２７８９（１番人気）
複勝票数 差引計５２１８６４７（返還計 １６１１８） 的中 � ２７９００５１（１番人気）� ２９８８５１（４番人気）� ５６８８２１（２番人気）
枠連票数 差引計３９７９１９３（返還計 ７１４） 的中 （２－２） ３２５８２９（５番人気）
普通馬連票数 差引計１７８５０２８５（返還計１５９２５２） 的中 �� １４９０２６５（３番人気）
馬単票数 差引計１２５６５２９３（返還計１１７９３１） 的中 �� ７８０８４８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計４５８８７９３（返還計 ４９９５９） 的中 �� ３４３８９０（２番人気）�� ６７４２３５（１番人気）�� １１１１５０（９番人気）
３連複票数 差引計２２６５５０９７（返還計３８９３６３） 的中 ���１４５１４４５（２番人気）
３連単票数 差引計６０５１５８８５（返還計１１１５２１５） 的中 ���１０６６３７３（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．１―３４．８―４７．０―５９．２―１：１１．３―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスポワールシチー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．３．９ 阪神３着

２００５．４．２２生 牡５栗 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー １６戦８勝 賞金 ３７７，７７５，０００円
［他本会外：２戦２勝］

〔出走取消〕 オーロマイスター号は，疾病〔感冒〕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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 アンダーカウンター号・クイックリープ号・ビクトリーテツニー号・ヒシカツリーダー号・フサイチセブン号・

ワンダーポデリオ号
※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。



０３０９６ ２月２１日 晴 良 （２２東京１）第８日 第１２競走 ��
��１，６００�東京ウインタープレミアム

発走１６時２５分 （メイセイオペラメモリアル）（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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５１０ ナニハトモアレ 牡４黒鹿５７ C．ルメール�グランプリ 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４９６－ ２１：３７．１ ２７．１�
（仏）

１２ ヤマニンリュバン 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三土井 薫氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ５１６－ ４１：３７．７３� ４６．３�
７１４ ロラパルーザ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ５０２－ ２１：３７．８� ２．９�
６１１ スガノメダリスト 牡４栗 ５７ 四位 洋文菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４８８＋ ２１：３８．０１	 ９．１�
２３ メイショウラッシー 牡６黒鹿５７ M．デムーロ松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 三嶋牧場 ５３０－ ８１：３８．１� １４．９�

（伊）

８１５ ボクノタイヨウ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４８２－２２１：３８．３� ８．８�
７１３ ケイアイコンセプト 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信 �啓愛義肢材料販売所 小西 一男 新冠 新冠橋本牧場 ５３６＋ ２１：３８．４� ４６．１	
３６ アースワンハート 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介松山 増男氏 野元 昭 新ひだか 藤川フアーム ５３８－１０１：３８．６１� ８３．６

３５ ハードランナー 牡６鹿 ５７ 北村 宏司芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４９０－ ４１：３８．７� ７９．４�
４７ アドマイヤスワット 牡５栗 ５７ 横山 典弘近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５０４－ ６１：３８．８クビ ３．０�
２４ ロリンザーユーザー 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹ロイヤルファーム 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 B５１４＋１８ 〃 ハナ ９８．４�
１１ カネスラファール 牡６黒鹿５７ 江田 照男杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４８８－ ２１：３９．１２ ５５．６�
８１６ アグネスマクシマム 牡６栗 ５７ 吉田 隼人渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム B４７４± ０１：３９．６３ ８７．７�
５９ パンプアップ 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ ４６．５�
６１２
 トウカイプライム 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５６６＋１２１：４０．１３ １７．６�
４８ アップグレーデッド 牡６芦 ５７ 松岡 正海大樹ファーム 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム ４８４－ ４１：４１．９大差 １３４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９５，７３４，９００円 複勝： １３８，２１９，３００円 枠連： ９５，７５８，７００円

普通馬連： ４０３，５９３，４００円 馬単： ２３５，５００，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２７，２７８，１００円

３連複： ４６９，９２４，５００円 ３連単： ９７５，３６７，８００円 計： ２，５４１，３７７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７１０円 複 勝 � ６００円 � ９８０円 � １３０円 枠 連（１－５） ８，５６０円

普通馬連 �� ４１，１６０円 馬 単 �� ９１，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，８９０円 �� １，５２０円 �� １，８２０円

３ 連 複 ��� ３１，８３０円 ３ 連 単 ��� ３６６，６９０円

票 数

単勝票数 計 ９５７３４９ 的中 � ２９６３９（７番人気）
複勝票数 計１３８２１９３ 的中 � ４８４０５（７番人気）� ２８５４３（１１番人気）� ４５０２８２（１番人気）
枠連票数 計 ９５７５８７ 的中 （１－５） ８８２０（２６番人気）
普通馬連票数 計４０３５９３４ 的中 �� ７７２７（６６番人気）
馬単票数 計２３５５００７ 的中 �� ２０１９（１３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２７２７８１ 的中 �� ４１３７（５８番人気）�� ２２４０３（１２番人気）�� １８４８１（１６番人気）
３連複票数 計４６９９２４５ 的中 ��� １１６３２（７９番人気）
３連単票数 計９７５３６７８ 的中 ��� ２０９６（７０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．４―４７．６―１：００．０―１：１２．５―１：２４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナニハトモアレ �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．１１．２９ 京都７着

２００６．３．２３生 牡４黒鹿 母 ペルファヴォーレ 母母 コンアモール １６戦４勝 賞金 ５１，２１６，０００円
〔騎手変更〕 ナニハトモアレ号の騎手津村明秀は，第７日第５競走での落馬負傷のためC．ルメールに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アルトップラン号・エアマックール号・ギシアラバストロ号・サクラロミオ号・トーホウアタック号・

プロセッション号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２２東京１）第８日 ２月２１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 １８４頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３７５，６５０，０００円
１，２８０，０００円
２８，８４０，０００円
６，５４０，０００円
３８，３１０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６４，８５２，０００円
５，３３９，０００円
１，８２１，６００円

勝馬投票券売得金
８６２，１１６，３００円
１，１３５，３０２，８００円
７９５，００５，３００円
３，２７８，２９３，５００円
２，２４３，８３４，５００円
９４９，９２７，６００円
３，９８３，２２８，７００円
９，２２５，７５３，４００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 ２２，４７３，４６２，１００円

総入場人員 ６１，３０４名 （有料入場人員 ６０，０４２名）



平成２２年度 第１回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４４８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

２，１０４，５６０，０００円
２６，８４０，０００円
１２６，７３０，０００円
１８，７９１，０００円
２０７，６８０，０００円
９６２，０００円
９６２，０００円

５１４，３２５，５００円
４２，７０３，６００円
１４，３３５，２００円

勝馬投票券売得金
４，０７０，９９０，７００円
６，０５９，９３７，７００円
３，８１１，３４３，７００円
１５，２０８，２１５，６００円
９，８２６，１０３，９００円
４，５９１，７０５，８００円
１７，５１１，０１９，１００円
３６，１１０，８２０，５００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 ９７，１９０，１３７，０００円

総入場延人員 ２８２，０４９名 （有料入場延人員 ２７４，３４０名）




