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０３０２５ ２月５日 晴 良 （２３東京１）第３日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

６１１ イ カ ル ス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 川越牧場 ５２４＋ ２１：２８．８ ３．９�

７１４ アップターン 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４９０± ０ 〃 クビ ３．６�
（大井）

８１５ コスモワッチミー 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 日高 三宅 和男 ５０６＋ ８１：２９．０１� ７３．４�
２４ クロドレコー 牡３青鹿５６ 横山 典弘山本 英俊氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４２０－ ２１：２９．２１� ５．５�
１１ ヒ タ タ レ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム B５１４－ ４１：２９．５２ １２８．２�
４７ ゴールドスマイル 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４５６－ ４ 〃 ハナ ９．４�

（仏）

５９ トーセンブリッツ 牡３青 ５６ 松岡 正海島川 	哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７６± ０ 〃 ハナ ６．８

７１３ ジパングファースト 牡３栗 ５６ 武士沢友治大野 龍氏 成島 英春 新ひだか カタオカステーブル ４５６± ０１：２９．６クビ ２０．２�
５１０ キングメーカー 牡３鹿 ５６ 村田 一誠吉田 勝己氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム ４８０± ０１：２９．９１� ８７．７�
３５ クリスタルステージ 牝３芦 ５４ 北村 宏司吉永 清美氏 大竹 正博 新ひだか 飛野牧場 ４４２－ ８１：３０．０クビ ２２０．０
６１２ マイネルクローバー 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 伸尋 青森 イズモリファーム ４９２＋ ４１：３０．４２� １３．０�
３６ コウヨウワールド 牡３芦 ５６ 的場 勇人寺内 正光氏 的場 均 浦河 谷川牧場 ４５６ ―１：３０．５� ２５２．３�
８１６ ブルースター 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ９．１�
１２ ゲーテッドゾロア 牡３鹿 ５６ 江田 照男�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 ４３０＋ ８１：３０．７� ２７３．７�
４８ マドラスシチー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新ひだか 出羽牧場 ４７０－ ６１：３１．７６ ３０９．２�
２３ スーパーカフェ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一福島 実氏 嶋田 功 新冠 片倉 拓司 ４９６－ ６１：３２．７６ ５７８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３５８，５００円 複勝： ３１，８９５，０００円 枠連： １４，１７７，５００円

普通馬連： ５３，１９９，２００円 馬単： ３３，９０６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３５５，８００円

３連複： ６５，２４５，４００円 ３連単： ９４，９２６，０００円 計： ３３１，０６３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � １，３１０円 枠 連（６－７） ３８０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ４，９００円 �� ４，４２０円

３ 連 複 ��� １９，４２０円 ３ 連 単 ��� ６２，１１０円

票 数

単勝票数 計 １６３５８５ 的中 � ３３４５８（２番人気）
複勝票数 計 ３１８９５０ 的中 � ６９８７２（１番人気）� ６８８７６（２番人気）� ３９４２（９番人気）
枠連票数 計 １４１７７５ 的中 （６－７） ２８１２４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３１９９２ 的中 �� ６００７８（１番人気）
馬単票数 計 ３３９０６０ 的中 �� １８６９３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３５５８ 的中 �� ２１０６７（１番人気）�� ９７２（３３番人気）�� １０７８（３１番人気）
３連複票数 計 ６５２４５４ 的中 ��� ２４８０（５６番人気）
３連単票数 計 ９４９２６０ 的中 ��� １１２８（２３１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．０―１２．７―１３．１―１３．３―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．２―３６．２―４８．９―１：０２．０―１：１５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ カ ル ス �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．１２．２５ 中山３着

２００８．３．１生 牡３鹿 母 パインアキナ 母母 アサクサバランス ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
※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） ２頭 オーダーアゲン号・クラーウィス号
（非抽選馬） ３頭 ケイアイカミノコエ号・シャンパンタワー号・テンペスタ号
※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。

０３０２６ ２月５日 晴 良 （２３東京１）第３日 第２競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０分 （ダート・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

３５ スモールキング 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４３６ ―１：２１．２ ６．７�

１１ ニシノラメール 牝３鹿 ５４ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４８２ ―１：２１．８３� ３．７�
４８ サクラトップクイン 牝３鹿 ５４ 横山 典弘櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３２ ―１：２１．９� ２３．８�
６１１ フレンチミシル 牝３栗 ５４ 江田 照男�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４８０ ―１：２２．１１� ５３．４�
７１４ キョウエイショウリ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 ４４８ ―１：２２．２� ２３．４�
５１０ マンボフェスタ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人�グランド牧場 田中 剛 新ひだか グランド牧場 ４１０ ―１：２２．９４ １３０．３	
６１２� リッシュビスティー 牡３栗 ５６ 内田 博幸備前島敏子氏 矢作 芳人 愛 Mine Excava-

tion Syndicate ４５８ ― 〃 クビ ４．２

５９ トーセンファミリア 牡３鹿 ５６ 木幡 初広島川 �哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５１６ ―１：２３．０クビ ３．９�
８１５ ド ガ 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 的場 徹氏 田中 清隆 新冠 平山牧場 ４５６ ―１：２３．３１� １４．１

（仏）

２３ キャラウェイ 牝３黒鹿５４ 柴田 大知西城 公雄氏 清水 美波 日高 坂戸 節子 ４３４ ―１：２３．４� ７１．４�
８１６ ベルモントメッシ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４６２ ―１：２３．５クビ ９．４�
４７ ナスハヤブサ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩小山田 満氏 高木 登 浦河 高松牧場 ４１４ ― 〃 クビ １６８．２�
３６ ヨアケノミュー 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥スリースターズレーシング 高柳 瑞樹 浦河 江谷 重雄 ４０４ ―１：２４．３５ ２３４．６�
７１３ マイネルホークアイ 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 日高 広中 稔 ５３０ ―１：２４．６１� ８０．４�
１２ サンクスギビング 牝３栗 ５４ 柴田 善臣岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ５１８ ―１：２４．８� ７７．１�
２４ バ タ フ ラ イ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝��昭牧場 新開 幸一 浦河 高昭牧場 ４６２ ―１：２６．５大差 １２０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，８３３，４００円 複勝： ２７，９２４，１００円 枠連： １４，０２３，４００円

普通馬連： ４５，０４９，８００円 馬単： ２９，４３６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，３２２，９００円

３連複： ５２，０３６，０００円 ３連単： ７４，３１３，３００円 計： ２７５，９３９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２２０円 � １７０円 � ５７０円 枠 連（１－３） １，２８０円

普通馬連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� １，５１０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ５，５７０円 ３ 連 単 ��� ２７，８６０円

票 数

単勝票数 計 １５８３３４ 的中 � １８８６６（４番人気）
複勝票数 計 ２７９２４１ 的中 � ３５３０８（４番人気）� ５４４８９（１番人気）� ９８８９（８番人気）
枠連票数 計 １４０２３４ 的中 （１－３） ８１１０（７番人気）
普通馬連票数 計 ４５０４９８ 的中 �� ２７６７１（４番人気）
馬単票数 計 ２９４３６２ 的中 �� ８０８７（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７３２２９ 的中 �� ８６２６（５番人気）�� ２７２１（２０番人気）�� ３６７０（１５番人気）
３連複票数 計 ５２０３６０ 的中 ��� ６８９９（２０番人気）
３連単票数 計 ７４３１３３ 的中 ��� １９６９（９２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．５―３０．４―４３．３―５６．２―１：０８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スモールキング �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

２００８．４．１生 牡３鹿 母 エンジェルファタル 母母 サクセスウーマン １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔制裁〕 キャラウェイ号の調教師清水美波は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バタフライ号は，平成２３年３月５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３１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３１頭 ウイニングティアラ号・オリオンザジョケツ号・オービーレディー号・カイカセンゲン号・カトレアシチー号・

キュートアイ号・ケージーアミーガ号・サイウン号・サトノモンスター号・サルバドールロマン号・
シスタームーン号・シャルニエール号・スマートレモラ号・ダイワジョリー号・チョッパー号・テイエムアイリス号・
トキメキハルカ号・ニシノシトラス号・ノカゼ号・ビーナスオンシェル号・ビーラヴリー号・フルアクセル号・
ベルモントアダム号・ベルモントカントル号・ベルモントディーバ号・マキノチェアマン号・メイショウゴウヒメ号・
メジロアザミ号・リッチフロー号・リーサムアンサー号・レンウン号

※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。

第１回　東京競馬　第３日



０３０２７ ２月５日 晴 良 （２３東京１）第３日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１１ クラリスピンク 牝３青 ５４ 吉田 豊吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：４１．４ １９．３�

４８ ル イ ー ズ 牝３青鹿５４ 松岡 正海大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２１：４１．６１� ４．５�
７１４ トップオブプレイズ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春関 駿也氏 宗像 義忠 日高 野口牧場 ４８６－ ２１：４１．７� １４０．４�
５１０ プリンセスキナウ 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 ４７０－ ４ 〃 クビ ２．７�

（仏）

２４ ミラクルクロス 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ４９２± ０１：４１．９１� １７．４�
１１ ショウナンガーデン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４２８－ ６１：４２．０� ４．７�
４７ マ ン マ ル コ 牝３栗 ５４ 的場 勇人清水 裕氏 佐藤 全弘 新ひだか 本桐牧場 ４５０± ０１：４２．５３ ２９．９�
８１６ ウエスタンベルーガ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか 北西牧場 ４４２＋ ２１：４２．９２� １３２．２	
７１３ ニットウミューズ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀
日東牧場 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ４９８－ ４１：４３．３２� １３．６�
２３ ミスモトヒメサン 牝３栗 ５４ 石橋 脩黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４５０± ０１：４３．４� ３９．１�
５９ ラルガヴィータ 牝３鹿 ５４ 江田 照男ディアレスト 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４３４－ ４１：４３．５� ２１１．１
３６ ゴールドループ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥 IHR 和田正一郎 新ひだか 山際 智 ４６８± ０１：４４．２４ ３４６．４�
３５ ブルーパメラ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋 誠次 ４４２－１４１：４４．９４ １３９．７�
８１５ ベイビーブルーアイ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上 悦夫 ４４０－１２１：４５．０� ４７７．０�
１２ ラ デ ュ レ 牝３栗 ５４ 横山 典弘�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５２－ ８１：４７．７大差 ５．５�

（１５頭）
６１２ キングダンサー 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 ― （出走取消）

（大井）

売 得 金

単勝： １７，４９０，８００円 複勝： ３３，４９０，０００円 枠連： １７，４０８，０００円

普通馬連： ４９，００９，０００円 馬単： ３３，５８３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０３０，２００円

３連複： ６３，５４４，９００円 ３連単： ９４，７６９，９００円 計： ３３０，３２６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９３０円 複 勝 � ３８０円 � １７０円 � ２，５６０円 枠 連（４－６） ２，６４０円

普通馬連 �� ３，４６０円 馬 単 �� ９，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� １６，３１０円 �� ９，１３０円

３ 連 複 ��� １３６，７３０円 ３ 連 単 ��� ７７７，１２０円

票 数

単勝票数 差引計 １７４９０８（返還計 ４１４） 的中 � ７１５６（７番人気）
複勝票数 差引計 ３３４９００（返還計 ５６４） 的中 � ２１７８１（６番人気）� ７０６３７（２番人気）� ２６０４（１２番人気）
枠連票数 差引計 １７４０８０（返還計 １２３） 的中 （４－６） ４８７０（１１番人気）
普通馬連票数 差引計 ４９００９０（返還計 ３９３０） 的中 �� １０４６１（１４番人気）
馬単票数 差引計 ３３５８３２（返還計 ２５０４） 的中 �� ２７３９（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２１０３０２（返還計 １３６４） 的中 �� ５６１０（１１番人気）�� ３０９（６２番人気）�� ５５４（４７番人気）
３連複票数 差引計 ６３５４４９（返還計 ８１８１） 的中 ��� ３４３（１５８番人気）
３連単票数 差引計 ９４７６９９（返還計 １４５６４） 的中 ��� ９０（８５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．８―３６．０―４９．１―１：０２．７―１：１５．５―１：２８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラリスピンク �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kris S. デビュー ２０１０．１２．１８ 中山１３着

２００８．３．１０生 牝３青 母 チャーミングクリス 母母 Too Cool to Fool ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔出走取消〕 キングダンサー号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラデュレ号は，平成２３年３月５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コスモミアモーレ号・ミロス号
※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。

０３０２８ ２月５日 晴 良 （２３東京１）第３日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時４０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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

４８ コーラルビュー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 ４６０－ ４１：２４．０ ４．５�

２４ シングンミラクル 牡３黒鹿５６ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４８２－ ４１：２４．１� ６．１�
３６ キッズチェイサー 牝３黒鹿５４ 松岡 正海瀬谷 �雄氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ８１：２４．２クビ ４．４�
２３ オマワリサン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５１０＋ ６１：２４．３� ５．３�
６１１ ベストクローン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 ４７０－ ２ 〃 ハナ ５．６�
６１２ コスモヴェント 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 静内坂本牧場 ４８２＋１２１：２４．５１� １９．３	

（大井）

３５ � エイシンエンブレム 牡３芦 ５６ 内田 博幸平井 豊光氏 岡田 稲男 米 Helen Y.
Painter ４８８－ ４１：２４．６クビ ７２．３


４７ ブラックエスパー 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲平野 優長谷川兼美氏 加藤 和宏 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５０＋ ２ 〃 クビ ２６．４�

１１ ナムラグーテン 牡３栗 ５６ 横山 典弘奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 ４７０－ ２１：２４．７� １９．８�
８１５ ソレイユレディー 牝３黒鹿５４ 石橋 脩難波 澄子氏 田島 俊明 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２８＋１０１：２４．８� ４０２．５
７１４ マイネルスフィア 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４３０± ０１：２５．１１� １０９．１�

（仏）

８１６� ティーケイキャット 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成飯田 政子氏 二ノ宮敬宇 米 Mt. Brilliant
Farm LLC ４５０＋１０１：２５．２� １４．７�

７１３ バトルペルレ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司宮川 秋信氏 伊藤 大士 日高 モリナガファーム ４８２＋ ８ 〃 クビ １１３．２�
１２ メジロリュウジン 牡３栗 ５６ 的場 勇人�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４３０－ ２１：２５．３	 ７６．６�
５１０ リンガスゲート 牡３青鹿５６ 江田 照男伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田 頼嗣 ４６４＋ ８１：２５．７２	 ４１．０�

（１５頭）
５９ サウスオブワールド 牡３栗 ５６ 柴山 雄一南波 壽氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，８０６，０００円 複勝： ３９，２７６，２００円 枠連： １７，５８７，８００円

普通馬連： ６２，９６４，４００円 馬単： ３８，６２６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３６２，４００円

３連複： ７６，５１８，１００円 ３連単： １０９，７１４，７００円 計： ３９０，８５６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（２－４） ５３０円

普通馬連 �� １，３７０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ４５０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� １２，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２１８０６０ 的中 � ３８５８３（２番人気）
複勝票数 計 ３９２７６２ 的中 � ５４４７３（５番人気）� ５７９２５（３番人気）� ６０９５４（１番人気）
枠連票数 計 １７５８７８ 的中 （２－４） ２４９０５（１番人気）
普通馬連票数 計 ６２９６４４ 的中 �� ３３９７０（５番人気）
馬単票数 計 ３８６２６８ 的中 �� １０９２８（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３６２４ 的中 �� １１５８５（６番人気）�� １３９７７（１番人気）�� ９９２３（８番人気）
３連複票数 計 ７６５１８１ 的中 ��� ２６３５０（３番人気）
３連単票数 計１０９７１４７ 的中 ��� ６６５７（１８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．７―１３．１―１１．８―１１．０―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．９―３６．６―４９．７―１：０１．５―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーラルビュー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 アレミロード デビュー ２０１０．１０．３１ 福島５着

２００８．４．１１生 牝３鹿 母 ホウヨウマリン 母母 ベジンスキー ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 サウスオブワールド号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 コスモヴェント号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻６分遅延。
〔制裁〕 ブラックエスパー号の騎手平野優は，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。（１４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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ホマレエイカン号・マイプレシャス号・レッドストラーダ号
※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。



０３０２９ ２月５日 晴 良 （２３東京１）第３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

７１３ ステラロッサ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース角居 勝彦 安平 追分ファーム ４７８－１０１：４８．６ １．７�

３５ ヤマニンリップル 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４５６＋１０１：４８．７� ５１．２�
４８ カズノトウショウ 牡３栗 ５６ 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 坂本 春雄 ４４６＋ ２ 〃 ハナ ２２．３�
３６ マイネルグラード 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ５１２＋１０１：４８．９１� ５．９�
１２ スタートセンス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４３４＋ ４ 〃 クビ ２５．２�
８１５ プラウドイーグル 牡３黒鹿５６ 石橋 脩吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：４９．１１� １８．６	
２３ ジョンブルクリス 牡３栗 ５６ 小林 淳一�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４６４＋ ４ 〃 アタマ ６９．１

６１２ コスモアンドリュー 牡３黒鹿５６ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 宗像 義忠 日高 高橋牧場 ４８４－ ２１：４９．２� ２２．５�
６１１ ダイワジョンクック 牡３栗 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 B５３０＋ ２１：４９．４１� ４９．５�
２４ メジロボンテン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�メジロ牧場 保田 一隆 洞爺湖 メジロ牧場 ５０２－ ８１：４９．５� １５３．９
５１０ カ ル マ ー ト 牝３黒鹿５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０± ０ 〃 クビ ４．４�
５９ コスモクルーズ 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか 出羽牧場 ４３２－ ６１：４９．８１� １８５．０�

（仏）

８１６ トップモースト 牡３栗 ５６ 中谷 雄太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４４６－ ４１：５０．４３� ３７６．２�
１１ コウヨウメビウス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４７０－ ２ 〃 クビ ２９８．９�
７１４ トーセンヒカリ 牡３鹿 ５６ 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B４６８± ０１：５０．９３ ２０５．６�
４７ ダイワアーク �３鹿 ５６

５３ ▲平野 優大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４２０－ ４１：５１．５３� １０５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，２９８，７００円 複勝： ４５，９９９，３００円 枠連： １６，３２８，７００円

普通馬連： ６２，５５３，１００円 馬単： ５０，７４３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０６６，０００円

３連複： ７９，９９２，０００円 ３連単： １４６，４９７，９００円 計： ４５５，４７９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ９８０円 � ３９０円 枠 連（３－７） ５００円

普通馬連 �� ４，１７０円 馬 単 �� ５，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５８０円 �� ７４０円 �� ７，８７０円

３ 連 複 ��� １７，０５０円 ３ 連 単 ��� ６８，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２５２９８７ 的中 � １１９５４６（１番人気）
複勝票数 計 ４５９９９３ 的中 � １７２４７８（１番人気）� ７８４２（１０番人気）� ２２７４７（６番人気）
枠連票数 計 １６３２８７ 的中 （３－７） ２４４０２（２番人気）
普通馬連票数 計 ６２５５３１ 的中 �� １１０９１（１３番人気）
馬単票数 計 ５０７４３９ 的中 �� ６２６８（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０６６０ 的中 �� ４３４１（１６番人気）�� ９９１４（７番人気）�� ８３９（５１番人気）
３連複票数 計 ７９９９２０ 的中 ��� ３４６４（４５番人気）
３連単票数 計１４６４９７９ 的中 ��� １５７７（１７０番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１１．３―１３．０―１３．２―１２．９―１１．９―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．２―３４．５―４７．５―１：００．７―１：１３．６―１：２５．５―１：３７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．０

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

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

勝馬の
紹 介

ステラロッサ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．１．１６ 京都２着

２００８．４．１７生 牡３栗 母 レッドキャット 母母 Lady Sharp ２戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔制裁〕 ダイワアーク号の騎手平野優は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（８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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コスモバラマン号
（非抽選馬） １頭 アポロエスペランサ号
※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。

０３０３０ ２月５日 晴 良 （２３東京１）第３日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

６１１ ギュスターヴクライ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６２：２７．６ ６．５�

８１４ アルマフローラ 牝３青 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４３０－ ４２：２７．８１� ３．４�
７１３ タウレプトン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �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 ４８２－ ４ 〃 クビ ８．４�
３４ プルスウルトラ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２４± ０ 〃 アタマ ７．２�
（大井）

１１ � ムカワタイガー 牡３栗 ５６
５３ ▲平野 優小田 廣美氏 鈴木 勝美 平取 稲原牧場 ４５８＋ ２２：２８．６５ ２２９．５�

６１０ メイショウヘイハチ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊松本 好雄氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 ５３２－ ４２：２８．７� ４８．４	
２３ ゲットハッピー 牡３黒鹿５６ 北村 宏司�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 ４６４－ ２ 〃 クビ １０．７

３５ � キャニオンシンザン 牡３栗 ５６ 伊藤 直人谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４８８＋ ２２：２８．８クビ ３０４．４�
５８ � ジ ド 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥西森 鶴氏 和田 正道 新ひだか ニシケンフアーム ４４４± ０ 〃 クビ ９４．８�
４６ ヴァルナビスティー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣備前島敏子氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９８± ０２：２８．９� １１．７
７１２ アンナドンナ 牝３栗 ５４ A．クラストゥス 吉田 千津氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４００± ０２：２９．０クビ ４．６�

（仏）

５９ ニシノキミヨ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４４４± ０２：２９．２１	 ２７．４�
２２ � センノデバギヤ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一浅野 正敏氏 清水 英克 むかわ ヤマイチ牧場 ４９８＋ ８２：２９．３� ４２４．０�
８１５ チ ェ リ オ ス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ５１６＋ ４２：３１．０大差 １２．２�

（１４頭）
４７ � ウォッチバレー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩金井 順一氏 石栗 龍彦 日高 沖田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２５，０７０，０００円 複勝： ４３，４５４，９００円 枠連： １９，８６５，６００円

普通馬連： ７０，６０９，５００円 馬単： ４２，９０４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３２９，７００円

３連複： ８１，５７７，６００円 ３連単： １２１，２３８，２００円 計： ４３０，０５０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２１０円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（６－８） ７４０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� ２，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ７９０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ２，４００円 ３ 連 単 ��� １１，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２５０７００ 的中 � ３０７７２（３番人気）
複勝票数 計 ４３４５４９ 的中 � ４９６３４（３番人気）� １０３９８８（１番人気）� ４９２０９（４番人気）
枠連票数 計 １９８６５６ 的中 （６－８） ２００２２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７０６０９５ 的中 �� ４８０７９（２番人気）
馬単票数 計 ４２９０４８ 的中 �� １３５４０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３２９７ 的中 �� １３８７５（３番人気）�� ７５４１（１０番人気）�� １４５５８（２番人気）
３連複票数 計 ８１５７７６ 的中 ��� ２５１８８（４番人気）
３連単票数 計１２１２３８２ 的中 ��� ７７００（１７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１２．４―１２．８―１２．２―１２．７―１３．２―１３．０―１２．８―１１．９―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．３―３５．７―４８．５―１：００．７―１：１３．４―１：２６．６―１：３９．６―１：５２．４―２：０４．３―２：１５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．２
１
３

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

２
４

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

ギュスターヴクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー ２０１０．１１．１４ 京都６着

２００８．３．２１生 牡３黒鹿 母 ファビラスラフイン 母母 Mercalle ５戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
〔出走取消〕 ウォッチバレー号は，疾病〔両前屈腱周囲炎〕のため出走取消。
〔発走状況〕 キャニオンシンザン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。



０３０３１ ２月５日 曇 良 （２３東京１）第３日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１６ ダノンエクスプレス 牡５栗 ５７ 田中 勝春�ダノックス 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４６４－ ４１：３８．６ １３．０�

４７ ユ ー ス フ ル 牡４鹿 ５７ 北村 宏司武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 畑端牧場 ４７８＋ ６１：３８．８１� ６．８�
５１０ アサクサマリンバ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：３９．０１� ２９．１�
２３ キングスリージョン 牡５栗 ５７ 内田 博幸吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：３９．１� ３．８�
７１３ スマイルタイム 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太青山 洋一氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４８２± ０１：３９．４１� ２．７�

（大井）

１２ リアルアヴェニュー 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５２２＋２２ 〃 ハナ ２７．９	
７１４ ル ロ ワ 牡４青鹿５７ 柴田 善臣栗山 良子氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム ４７８＋ ４１：３９．６１� ５．８

２４ ケイオースター 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥ジャパンフードビジネス� 高木 登 門別 下河辺牧場 ４８６＋ ６１：３９．７クビ １１４．７�
３６ オ ネ ス ト 牝４黒鹿５５ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４２８＋ ８ 〃 クビ １１１．３�
６１２� ローレルカンタータ 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝 �ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム ５２０＋１０１：３９．８クビ ３０．４
５９ カメリアビジュ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：４０．０１� １９．９�
６１１ ディアブリッジ 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一ディアレスト 畠山 吉宏 日高 新井 昭二 ４５２－ ８１：４０．７４ ５８０．１�
３５ � トーアボンジョルノ 牡４鹿 ５７ 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５１０＋１４１：４０．９� ７１．６�
８１５ シンボリカージナル 牡５鹿 ５７ 的場 勇人シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ５０４＋１８ 〃 ハナ １８７．７�
４８ スプリングミント 牝４栗 ５５ 鈴来 直人�日進牧場 矢野 英一 様似 スイートフアーム ４９４＋１８１：４１．１１� ４４．３�
１１ メイルストローム 牝４黒鹿５５ A．クラストゥス 吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５３０＋ ８１：４１．２� ７５．８�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７９０，３００円 複勝： ３９，７２０，８００円 枠連： ２１，７４１，８００円

普通馬連： ７１，５１９，４００円 馬単： ４５，２８０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，５４１，４００円

３連複： ８５，３２３，１００円 ３連単： １３２，７０２，９００円 計： ４４６，６１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ４４０円 � ２５０円 � ５６０円 枠 連（４－８） ４，８８０円

普通馬連 �� ４，７１０円 馬 単 �� １２，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８１０円 �� ３，８１０円 �� ２，２７０円

３ 連 複 ��� ３８，９７０円 ３ 連 単 ��� ２１３，８４０円

票 数

単勝票数 計 ２１７９０３ 的中 � １３２４０（５番人気）
複勝票数 計 ３９７２０８ 的中 � ２３１０４（５番人気）� ４８９１０（４番人気）� １７０８６（７番人気）
枠連票数 計 ２１７４１８ 的中 （４－８） ３２９４（１４番人気）
普通馬連票数 計 ７１５１９４ 的中 �� １１２１８（１６番人気）
馬単票数 計 ４５２８０１ 的中 �� ２６９０（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８５４１４ 的中 �� ３９２０（２１番人気）�� １８２３（３９番人気）�� ３１１１（２４番人気）
３連複票数 計 ８５３２３１ 的中 ��� １６１６（９４番人気）
３連単票数 計１３２７０２９ 的中 ��� ４５８（５１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３５．１―４７．３―１：００．１―１：１３．１―１：２５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンエクスプレス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００８．１１．１ 京都５着

２００６．３．２４生 牡５栗 母 エリモエクセル 母母 エリモファンタジー １２戦３勝 賞金 ３１，３２９，０００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 オールザワールド号・トゥザサミット号
※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。

０３０３２ ２月５日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３東京１）第３日 第８競走 ��３，３００�

しゅんれい

春麗ジャンプステークス
発走１４時００分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，J・GⅠ競走１着馬３�増，J・
GⅡ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード３：３６．２良・良

３４ ランヘランバ 牡８黒鹿６０ 五十嵐雄祐田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４６６－ ６３：３８．０ １．３�

７１１ マイネルネオス 牡８鹿 ６０ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６２＋ ４３：３９．０６ １０．０�

２２ バ シ ケ ー ン 牡６栗 ６３ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４５２＋ ２ 〃 アタマ ６．７�
１１ ニシノアララギ 牡５鹿 ６０ 宗像 徹西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ５０６＋１０３：３９．１� ２６７．６�
７１２ クリーバレン 牡５鹿 ６０ 横山 義行吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５６２＋ ４ 〃 ハナ ３３．５�
８１３ トキノナスティア 牝５黒鹿５８ 浜野谷憲尚田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５４－ ４３：３９．４２ １４．０�
６１０ スタールーセント 牡６黒鹿６０ 平沢 健治浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 福岡 光夫 ５０８± ０３：４０．２５ １４５．６	
６９ � モエレエキスパート 牡５青鹿６０ 穂苅 寿彦 
ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか 中村 和夫 ５０２＋ ６３：４０．４１� １４８．５�
５７ モリノミヤコ 牡９黒鹿６０ 大庭 和弥関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ５０４＋ ２３：４１．３５ ４９．３�
５８ ハストラング �７鹿 ６０ 高田 潤岡田 牧雄氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４６８± ０３：４１．８３ ３４．０
４６ ジョーベルスター 牡５栗 ６０ 西谷 誠上田けい子氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ５１８＋ ８３：４５．８大差 １０２．１�
８１４ ハ ク サ ン 牡５黒鹿６０ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４４４－ ２ （競走中止） １９．２�
３３ コ ー ド 牡５鹿 ６０ 高野 和馬松平 正樹氏 小桧山 悟 日高 山際 辰夫 ４９８＋ ８ （競走中止） １４５．８�
４５ スズマーシャル 牡５栗 ６０ 鈴木 慶太成田 隆好氏 小西 一男 三石 小河 豊水 ４７６＋ ６ （競走中止） ２３０．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，８３０，４００円 複勝： ６８，４３９，０００円 枠連： ２３，６９４，０００円

普通馬連： ６０，２７７，１００円 馬単： ５４，２０２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，７７７，７００円

３連複： ７８，９２４，７００円 ３連単： １８７，２１３，９００円 計： ５２７，３５９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（３－７） ３２０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� ４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ２２０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� １，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２８８３０４ 的中 � １７６７００（１番人気）
複勝票数 計 ６８４３９０ 的中 � ４７７３９６（１番人気）� ５０７０６（３番人気）� ５１２４４（２番人気）
枠連票数 計 ２３６９４０ 的中 （３－７） ５４６５４（１番人気）
普通馬連票数 計 ６０２７７１ 的中 �� １０３１１１（２番人気）
馬単票数 計 ５４２０２８ 的中 �� ８３５２７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５７７７７ 的中 �� ４０８３０（１番人気）�� ３０７０８（２番人気）�� １１２２１（６番人気）
３連複票数 計 ７８９２４７ 的中 ��� ８３０３８（１番人気）
３連単票数 計１８７２１３９ 的中 ��� ８４２５６（１番人気）

上り １マイル １：４５．２ ４F ５２．７－３F ３９．５
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→�→�」
１
�
８，１３－４－１０，３－９－１４－（２，１２）－１－７－（６，１１）
８，１３，４－１０－９，１２－２，１１－１－７＝６

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

勝馬の
紹 介

ランヘランバ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００５．１２．２５ 中京１着

２００３．４．８生 牡８黒鹿 母 ミスティックライト 母母 Trystero 障害：１１戦６勝 賞金 １３１，５６５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走中止〕 スズマーシャル号は，１周目６号障害〔いけ垣〕飛越時に外側の馬に触れ，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中

止。
コード号は，２周目６号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
ハクサン号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 コアレスアルダン号



０３０３３ ２月５日 曇 良 （２３東京１）第３日 第９競走 ��１，４００�
は る な

春 菜 賞
発走１４時３５分 （芝・左）

牝，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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

３５ クリアンサス 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２＋ ２１：２３．２ ５．６�

５９ レッドエレンシア 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 ４１６－１０１：２３．５１� １４．９�
３６ タガノラヴキセキ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４３６－ ４１：２３．６� ４．２�
５１０ ハッピーグラス 牝３鹿 ５４ 横山 典弘下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４０－ ６１：２３．７� １３．５�
１２ マイネクイーン 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 富田牧場 ４３０± ０ 〃 クビ １１．４	

（仏）

８１６ ビービーバカラ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�坂東牧場 松山 康久 浦河 鎌田 正嗣 ４４８－ ４１：２３．９１� ９．２

１１ サイレントソニック 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４４６－ ２１：２４．０� ３．０�
６１２� モルフェメイト 牝３黒鹿５４ 武士沢友治並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 浦河土肥牧場 ４２０－１２１：２４．２１� ５７８．１�
７１３� メロディメーカー 牝３栗 ５４ 平野 優�木村牧場 二ノ宮敬宇 新ひだか 畠山牧場 ４８０＋ ２１：２４．４１� ３２５．２
４７ カノヤキャプテン 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 B４４８－ ４ 〃 ハナ １８６．１�
４８ � サウスワンダー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊金井 順一氏 松山 将樹 日高 松平牧場 ４０８－ ４ 〃 クビ １６６．３�
７１４ アグネスアンジュ 牝３栗 ５４ 内田 博幸渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４７０－ ６ 〃 アタマ ３３．７�
２３ ツクババレー 牝３鹿 ５４ 的場 勇人荻原 昭二氏 松山 康久 日高 ヤナガワ牧場 ４６８＋ ８１：２４．５� ８８．３�
６１１ デラコリーナ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム ４６２± ０１：２４．６クビ １０．２�
８１５� マ イ ウ ィ ン 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太水上 正太氏 山崎 尋美 日高 加藤牧場 ４３８± ０１：２５．１３ １０８．３�

（川崎） （大井）

２４ デルマバフチャラ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥浅沼 廣幸氏 佐藤 吉勝 日高 ファニーヒルファーム ４２４± ０１：２５．４１� ２５１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，３６０，９００円 複勝： ５８，５７５，２００円 枠連： ３２，３１３，９００円

普通馬連： １２１，６６９，５００円 馬単： ６６，５０２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，８０７，６００円

３連複： １３１，５７９，６００円 ３連単： ２３５，４１４，１００円 計： ７１９，２２３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２４０円 � ４００円 � １７０円 枠 連（３－５） ９２０円

普通馬連 �� ５，７５０円 馬 単 �� ９，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６４０円 �� ６７０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ９，２００円 ３ 連 単 ��� ５９，８７０円

票 数

単勝票数 計 ３５３６０９ 的中 � ５０３７４（３番人気）
複勝票数 計 ５８５７５２ 的中 � ６３７４０（３番人気）� ３２２５７（８番人気）� １１０４３８（２番人気）
枠連票数 計 ３２３１３９ 的中 （３－５） ２５９４１（４番人気）
普通馬連票数 計１２１６６９５ 的中 �� １５６３９（２７番人気）
馬単票数 計 ６６５０２７ 的中 �� ５０６５（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７８０７６ 的中 �� ５５０３（２７番人気）�� １４６３７（６番人気）�� ８１３３（１５番人気）
３連複票数 計１３１５７９６ 的中 ��� １０５６１（３７番人気）
３連単票数 計２３５４１４１ 的中 ��� ２９０２（２１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２４．１―３６．５―４９．２―１：００．９―１：１１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３４．０
３ ５，９（８，１０，１４）（７，１５）（６，１１）（２，１３）（３，１２）（４，１６）１ ４ ５，９，１０（８，７，１４）（６，２，１１，１５）（３，１２，１３）１６（４，１）

勝馬の
紹 介

クリアンサス �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２０１０．１０．２３ 京都５着

２００８．２．７生 牝３鹿 母 フラワーパーク 母母 ノーザンフラワー ５戦２勝 賞金 １６，８３５，０００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） ７頭 インダクティ号・オフィシャルシティ号・コンプリート号・ジョーアラマート号・ツインエンジェルズ号・

ブレスマイハート号・マイネイディール号
※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。

０３０３４ ２月５日 曇 良 （２３東京１）第３日 第１０競走 ��
��１，６００�テ レ ビ 山 梨 杯

発走１５時１０分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
テレビ山梨賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５７ ム ク ド ク �５青鹿５７ A．クラストゥス 平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９６＋ ２１：３４．６ ７．８�

（仏）

６８ � マサノウイズキッド 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝中村 正子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 ５１０－ ８ 〃 アタマ １１．６�
６９ オリエンタルジェイ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４８２＋ ８１：３４．８１	 １０．５�
４４ ショウナンアクロス 牡６鹿 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 ４９４－ ４１：３４．９
 ２８．７�
４５ クリールトルネード 牡６鹿 ５７ 横山 典弘横山 修二氏 笹田 和秀 新冠 松浦牧場 ４８０－ ６ 〃 ハナ ５．９�
２２ オオトリオウジャ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ５００＋ ４ 〃 クビ ４．７�
１１ � エスジーストリーム 牡６青鹿５７ 柴山 雄一窪田 滋氏 藤岡 範士 米

Robert N.
Scanlon & Polo
Green Stable

４８８－ ４１：３５．０クビ １４６．５�
５６ エイブルベガ 牡６鹿 ５７ 内田 博幸中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５１８± ０ 〃 クビ １１．５	
８１２ マイネルエルフ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ５１６－ ２１：３５．２１	 ３．３�
７１１� ミサトバレー 牝６栗 ５５ 大庭 和弥戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４４８± ０１：３５．３
 ８０．３�
３３ � エスユーグランド 牡１０鹿 ５７ 小林 淳一楳津 繁氏 高橋 祥泰 米 Nordic Thor-

oughbreds ４７２－ ８１：３５．６１
 ２８８．２
７１０ ヤマニンノベリスト 牝７鹿 ５５ 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４７４－ ６１：３５．７クビ ２０７．６�
８１３ コスモカンタービレ 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ５００± ０１：３６．７６ ８．６�

（大井）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，７６３，９００円 複勝： ５２，５３２，２００円 枠連： ３３，８３５，５００円

普通馬連： １３１，８１８，７００円 馬単： ７２，７０３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，７５２，８００円

３連複： １４２，８９８，２００円 ３連単： ２５６，７４８，２００円 計： ７６０，０５２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ３２０円 � ３７０円 � ３３０円 枠 連（５－６） １，３９０円

普通馬連 �� ５，６３０円 馬 単 �� １０，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７８０円 �� １，３５０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� １５，６００円 ３ 連 単 ��� ９６，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２９７６３９ 的中 � ３０４１９（４番人気）
複勝票数 計 ５２５３２２ 的中 � ４４９９３（６番人気）� ３７１４７（８番人気）� ４３３１１（７番人気）
枠連票数 計 ３３８３５５ 的中 （５－６） １７９８６（９番人気）
普通馬連票数 計１３１８１８７ 的中 �� １７２９８（２７番人気）
馬単票数 計 ７２７０３３ 的中 �� ５２４６（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９７５２８ 的中 �� ５４７０（３０番人気）�� ７３１０（２０番人気）�� ５７４１（２７番人気）
３連複票数 計１４２８９８２ 的中 ��� ６７６１（５９番人気）
３連単票数 計２５６７４８２ 的中 ��� １９６４（３３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３５．７―４８．０―１：００．４―１：１１．９―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ム ク ド ク �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Boston Harbor デビュー ２００８．１０．２６ 東京４着

２００６．２．１生 �５青鹿 母 フリーダムトレイル 母母 ア セ マ ９戦３勝 賞金 ４１，５２１，０００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。



０３０３５ ２月５日 曇 良 （２３東京１）第３日 第１１競走 ��
��２，１００�

きんてい

金蹄ステークス
発走１５時４５分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．２．６以降２３．１．３０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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

３６ ハギノリベラ 牡５鹿 ５４ 後藤 浩輝安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５３０－ ６２：１２．１ ６３．９�

２４ ストロングバサラ 牡６黒鹿５７ 北村 宏司村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９６－ ４２：１２．６３ ２．８�
７１３� ゴールデンプライズ 牝６黒鹿５２ 村田 一誠 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４２：１２．７� ４５．３�
１２ ベルモントガリバー 牡５鹿 ５５ 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 ５２２＋ ６２：１２．８クビ ６．７�
（大井）

６１１ ハ イ オ ン 牡７青鹿５６ 三浦 皇成田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６２：１３．０１� ３．７�
２３ ラ タ ー シ ュ 牡５栗 ５５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５２２＋１２ 〃 クビ １８．２�
６１２ エ ジ ソ ン 牡５栗 ５５ 横山 典弘重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５２８± ０２：１３．２� ７．８	
４８ ベルモントサーガ 牡５黒鹿５４ 田中 勝春 �ベルモントファーム 矢作 芳人 新冠 ベルモント

ファーム ５２８± ０２：１３．７３ ４１．８

１１ ビタースウィート 牝４鹿 ５３ 木幡 初広�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 ４３２－１０ 〃 ハナ １５．９�
５１０ バ ル ー ン 牡４鹿 ５５ 吉田 豊白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４９６± ０２：１３．８	 １８．９�
３５ バロンビスティー 牡６芦 ５４ 柴田 善臣ビスティーズホース

ユニオン 尾形 充弘 平取 清水牧場 ５５４－ ４ 〃 クビ ２２．３
４７ � ビ ッ グ バ ン 牡４鹿 ５５ 松岡 正海�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B５１４－ ２２：１４．０� １６．７�
８１６ エフティイカロス 牡７黒鹿５４ 柴山 雄一吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４８０－ ２ 〃 ハナ １２７．９�
７１４ メトロシュタイン 牡７青鹿５４ 大庭 和弥太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５１８－ ６２：１４．５３ １８２．０�
８１５ サンマルセイコー 牝８黒鹿５０ 平野 優相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９２＋ ２２：１４．７� ３６１．８�
５９ メイショウエンジン 牡７栗 ５４ A．クラストゥス 松本 好雄氏 増本 豊 浦河 三嶋牧場 ４９４－ ４２：１５．９７ １６４．２�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５７，８９５，３００円 複勝： ９５，６３６，２００円 枠連： ７３，１５１，９００円

普通馬連： ２９１，２７１，０００円 馬単： １５４，６３７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ８８，２１３，７００円

３連複： ３４６，４９５，３００円 ３連単： ６５６，２３１，９００円 計： １，７６３，５３２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，３９０円 複 勝 � １，１７０円 � １４０円 � ８７０円 枠 連（２－３） ２，０９０円

普通馬連 �� ７，７６０円 馬 単 �� ２２，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２００円 �� １６，３８０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ６７，７８０円 ３ 連 単 ��� ５４６，６２０円

票 数

単勝票数 計 ５７８９５３ 的中 � ７１４９（１２番人気）
複勝票数 計 ９５６３６２ 的中 � １６１１５（１２番人気）� ２６８４９０（１番人気）� ２２２４９（１１番人気）
枠連票数 計 ７３１５１９ 的中 （２－３） ２５８３２（９番人気）
普通馬連票数 計２９１２７１０ 的中 �� ２７７３０（２８番人気）
馬単票数 計１５４６３７６ 的中 �� ４９８２（７０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８８２１３７ 的中 �� ９９５１（２６番人気）�� １２９３（８６番人気）�� １４１６２（１６番人気）
３連複票数 計３４６４９５３ 的中 ��� ３７７３（１４５番人気）
３連単票数 計６５６２３１９ 的中 ��� ８８６（１０００番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．３―１８．４―３１．０―４３．５―５５．７―１：０９．０―１：２２．２―１：３４．９―１：４７．２―１：５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．２
１
３

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

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

ハギノリベラ �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．９．２８ 札幌１０着

２００６．４．２５生 牡５鹿 母 ハギノスプレンダー 母母 サベージレディ ３０戦５勝 賞金 ８５，４９０，０００円
〔発走状況〕 メイショウエンジン号は，馬場入場後に右後肢落鉄。発走時刻６分遅延。
※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 アイティトップ号
※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。

０３０３６ ２月５日 曇 良 （２３東京１）第３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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

８１５� ギンザナイト 牡６栗 ５７ 三浦 皇成齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane
Farms, Inc. ５０４－ ８１：２４．９ ２．５�

３５ ワーズワース 牡５鹿 ５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ５１０＋１６１：２５．６４ ５．８�
２４ タマモスクワート 牡６鹿 ５７ 村田 一誠タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ５０８＋ ８ 〃 ハナ １８．８�
６１１ イチエイクリッパー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５０８＋１０１：２５．８１� ５３．９�
７１３ ハクバドウジ 牡６芦 ５７ 小林 淳一�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５２４± ０１：２６．１１	 １３５．１�
７１４ ダイワシークレット 牡６栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 B４６８± ０１：２６．２
 １０４．２	
２３ ヘリオスシチー 牡５鹿 ５７ 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ ８．２

４７ オッキオディガット 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣 �キャロットファーム 国枝 栄 浦河 有限会社

松田牧場 B４７６＋ ８１：２６．３クビ ３７．７�
５９ ハンマープライス 牡５栗 ５７ 戸崎 圭太 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５００－ ２１：２６．４	 ４．０�

（大井）

８１６ メジロオマリー 牡６黒鹿５７ 大庭 和弥�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 B４７０± ０ 〃 アタマ ３７．７
３６ トップアテンション 牡４鹿 ５７ 的場 勇人�コオロ 秋山 雅一 浦河 木戸口牧場 ４９４± ０ 〃 クビ ３６７．３�
５１０� ハイエストクライム 牡４鹿 ５７ A．クラストゥス 前田 葉子氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm ５１０＋ ２１：２６．６	 ４３．６�
（仏）

１２ エースインザホール 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４９２＋ ４１：２６．８１
 １６．６�

１１ マイネルセラーノス 牡４栗 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４８６± ０１：２７．７５ １０３．４�

６１２ シュンカジョウ 牝６鹿 ５５ 柴山 雄一河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４７６－ ２１：２７．９１� ２６０．９�
４８ ブルーソックス 牡４鹿 ５７ 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 英一 新冠 北星村田牧場 B４７４＋ ２１：２８．２１	 １５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，４７０，０００円 複勝： ７５，５８８，７００円 枠連： ４２，７９２，２００円

普通馬連： １６１，７２４，８００円 馬単： ８９，６９９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，７７７，４００円

３連複： １８４，５６８，４００円 ３連単： ３５１，３１６，９００円 計： １，０１１，９３７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ２９０円 枠 連（３－８） ６３０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ５３０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ２，４１０円 ３ 連 単 ��� ７，８７０円

票 数

単勝票数 計 ４８４７００ 的中 � １５７８６３（１番人気）
複勝票数 計 ７５５８８７ 的中 � １９５１７９（１番人気）� ８６１９８（４番人気）� ５４４３２（５番人気）
枠連票数 計 ４２７９２２ 的中 （３－８） ５０６４８（３番人気）
普通馬連票数 計１６１７２４８ 的中 �� １７９８８８（２番人気）
馬単票数 計 ８９６９９２ 的中 �� ５５０５７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７７７７４ 的中 �� ４７３２０（２番人気）�� ２６６４１（４番人気）�� １１４２６（１３番人気）
３連複票数 計１８４５６８４ 的中 ��� ５６６９９（５番人気）
３連単票数 計３５１３１６９ 的中 ��� ３２９５１（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３５．１―４７．３―５９．８―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ギンザナイト �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Secret Hello デビュー ２００７．１１．３ 東京２着

２００５．３．１８生 牡６栗 母 Silent Greeting 母母 Speak Straight １７戦３勝 賞金 ４５，８０４，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔制裁〕 ブルーソックス号の騎手江田照男は，発走直後に外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番・１０番・１１番への進
路影響）
マイネルセラーノス号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（８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または施行団体名を表示している。



（２３東京１）第３日 ２月５日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１０，９５０，０００円
９，５６０，０００円
１，９６０，０００円
１９，９４０，０００円
６４，６７０，０００円
５，４３２，８００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
３４３，９６８，２００円
６１２，５３１，６００円
３２６，９２０，３００円
１，１８１，６６５，５００円
７１２，２２６，６００円
４１５，３３７，６００円
１，３８８，７０３，３００円
２，４６１，０８７，９００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 ７，４４２，４４１，０００円

総入場人員 ２６，１６３名 （有料入場人員 ２５，１０７名）


