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０３０４９ ２月１２日 小雪 稍重 （２３東京１）第５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

４８ トーアクリスタル 牡３芦 ５６ 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５３８－ ２１：２８．４ ７．８�

６１１ オーバーザレインボ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 柴田 政人 浦河 駿河牧場 ４７２－ ６ 〃 クビ ６６．２�
４７ ケイアイカミノコエ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 青森 野々宮牧場 ５１４＋ ２１：２８．６１ ３２．６�
５１０ ヒ シ ョ ウ 牡３栗 ５６ 伊藤 直人岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４５６± ０１：２８．７クビ ２．１�
８１６ バルトデスティニー 牝３栗 ５４ 丸田 恭介吉岡 泰治氏 和田正一郎 新ひだか 増本牧場 ４５６＋１４ 〃 アタマ ７２．７�
７１３ ヤマニンカモミール 牝３栗 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４３８＋ ６１：２８．９１� ２９．８�
６１２ タングルジャングル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 日高 日高大洋牧場 ４６４＋１４１：２９．０� ４．３	
２３ クリスタリン 牝３栗 ５４ 津村 明秀加藤 徹氏 清水 利章 新冠 大狩部牧場 ４５４± ０１：２９．２１� １４３．８

２４ ジャストザヒロイン 牝３栗 ５４ 松岡 正海ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 むかわ 上水牧場 ４４２－ ４１：２９．４１� １２．５�
１１ ギヴンザウイング 牡３栗 ５６ 鈴来 直人ドラゴンヒルズホースクラブ 矢野 英一 日高 ファニーヒルファーム ４８２± ０１：２９．６１� ５８．９�
８１５ プットオンザリッツ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成諸江 幸祐氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 ４６６＋ ８ 〃 ハナ ９．６
３５ マイネルゴラッソ 牡３栗 ５６ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ２１：２９．７� １５．８�

（仏）

７１４ カトルズグリーン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B４９０＋ ２ 〃 同着 ８６．１�
３６ ノアフィールド 牝３栗 ５４ 田中 勝春佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 塚田 達明 ４５６－１０１：２９．８クビ ２１０．１�
５９ マルターズグロウヴ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４９２－ ６１：３０．４３� ３８．９�
１２ テ ン ペ ス タ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人コウトミックレーシング 高橋 裕 浦河 大道牧場 B５２０＋ ２１：３２．０１０ ５９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６４６，０００円 複勝： ３２，８６８，１００円 枠連： １３，６７６，４００円

普通馬連： ５５，７７４，３００円 馬単： ３３，０９７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，７８１，６００円

３連複： ７３，１８４，９００円 ３連単： １０４，０９９，１００円 計： ３５４，１２７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２７０円 � １，３８０円 � ６８０円 枠 連（４－６） １，２３０円

普通馬連 �� １７，８１０円 馬 単 �� ２７，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２８０円 �� １，５７０円 �� １０，１６０円

３ 連 複 ��� ７８，９７０円 ３ 連 単 ��� ３７４，７６０円

票 数

単勝票数 計 １７６４６０ 的中 � １７９９３（３番人気）
複勝票数 計 ３２８６８１ 的中 � ３８７９１（３番人気）� ５５６０（１１番人気）� １１９６９（８番人気）
枠連票数 計 １３６７６４ 的中 （４－６） ８２１３（５番人気）
普通馬連票数 計 ５５７７４３ 的中 �� ２３１２（４４番人気）
馬単票数 計 ３３０９７３ 的中 �� ８９３（７７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３７８１６ 的中 �� １３６０（４２番人気）�� ３８３５（１６番人気）�� ５６６（６６番人気）
３連複票数 計 ７３１８４９ 的中 ��� ６８４（１６２番人気）
３連単票数 計１０４０９９１ 的中 ��� ２０５（７９５番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーアクリスタル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ミ シ ル デビュー ２０１０．７．２５ 新潟６着

２００８．２．２８生 牡３芦 母 トーアライトニング 母母 トーアネイジュ ９戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔制裁〕 オーバーザレインボ号の騎手柴田善臣は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９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。
（非抽選馬） ３頭 サーストンヴィンス号・スカイライトニング号・フォージドアストロ号
※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。

０３０５０ ２月１２日 小雪 稍重 （２３東京１）第５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

４８ タカオノボル 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４２６－１０２：１５．３ １０．０�

５９ アールシネマスタア 牡３栗 ５６ M．デムーロ星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４８０± ０２：１５．６２ ６．４�
（伊）

１１ バ シ リ ク ス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 ４７８± ０２：１７．６大差 ２．４�
８１５ アイティテイオー 牡３栗 ５６ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４４６± ０２：１７．９２ ７．４�
８１６ ヤマニンクラバット 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 ４８０－ ２ 〃 ハナ ２０３．８�
５１０ メイショウオオトネ 牡３青 ５６ F．ベリー 松本 好雄氏 小島 太 千歳 社台ファーム B５０８± ０２：１８．４３ ５．６�

（愛）

７１４ フォンテーヌブロー 牡３黒鹿５６ A．クラストゥス 村野 康司氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B５１２－ ２２：１８．５クビ １３．９�
（仏）

７１３ トラファルガー 牡３鹿 ５６ 江田 照男内藤 好江氏 中島 敏文 茨城 内藤牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ １７．５	
１２ タマモトリトン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠タマモ
 水野 貴広 新ひだか 野坂牧場 ４５８± ０２：１８．９２� １３．５�
４７ コスモミアモーレ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４９４± ０２：１９．２２ １４９．７
２３ クリーンイメージ 牡３栗 ５６ 松岡 正海石橋 和夫氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４５６＋ ４２：１９．５２ ２２．８�
６１２ コ ニ コ ニ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一
錦岡牧場 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４７８－ ２２：１９．６クビ ３０７．６�
３６ マ サ デ パ ン 牡３黒鹿５６ 的場 勇人加藤 信之氏 伊藤 大士 浦河 津島 優治 ４８２－ ２２：２１．２１０ ２７８．０�
３５ マイネルシュベルト 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 
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 ４６２－ ２２：２２．０５ １８４．９�
６１１ ヨハネジュニア 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介安達 允彦氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ５２２－ ８２：２２．３２ １７２．６�

（１５頭）
２４ ガ ル 牡３鹿 ５６ 田中 勝春石川 幸司氏 河野 通文 日高 マル良牧場 ４５６± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，８６２，４００円 複勝： ２９，４３３，５００円 枠連： １７，６７０，５００円

普通馬連： ４２，２３４，５００円 馬単： ２５，８８９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３２５，５００円

３連複： ５０，２６３，１００円 ３連単： ７１，５１８，６００円 計： ２７３，１９７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２８０円 � ２４０円 � １４０円 枠 連（４－５） ２，０３０円

普通馬連 �� ３，５２０円 馬 単 �� ７，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０８０円 �� ６１０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ３，０５０円 ３ 連 単 ��� ２７，２１０円

票 数

単勝票数 差引計 １６８６２４（返還計 ８１０６） 的中 � １３３５０（５番人気）
複勝票数 差引計 ２９４３３５（返還計 ２１５４１） 的中 � ２２８１３（５番人気）� ２８６６９（４番人気）� ７９６６１（１番人気）
枠連票数 差引計 １７６７０５（返還計 １００７） 的中 （４－５） ６４２７（１１番人気）
普通馬連票数 差引計 ４２２３４５（返還計 ７１０３９） 的中 �� ８８７０（１６番人気）
馬単票数 差引計 ２５８８９０（返還計 ４２０６１） 的中 �� ２５５３（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １９３２５５（返還計 ３１９０３） 的中 �� ４２０６（１７番人気）�� ７９８４（５番人気）�� ９８４４（３番人気）
３連複票数 差引計 ５０２６３１（返還計１３９０９５） 的中 ��� １２１６７（８番人気）
３連単票数 差引計 ７１５１８６（返還計１９６６０２） 的中 ��� １９４０（９５番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．６―１２．８―１２．５―１２．５―１３．４―１３．９―１３．５―１３．０―１２．０―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．３―１８．９―３１．７―４４．２―５６．７―１：１０．１―１：２４．０―１：３７．５―１：５０．５―２：０２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３７．８
１
３

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

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

タカオノボル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Touch Gold デビュー ２０１１．１．９ 京都７着

２００８．５．２生 牡３黒鹿 母 ゴールドプライシズライジング 母母 Indy Bold ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走除外〕 ガル号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 マイネルシュベルト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルシュベルト号・ヨハネジュニア号は，平成２３年３月１２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 カイシュウドリカム号・ギンザスクランブル号・フジマサエンパイア号
※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５日



０３０５１ ２月１２日 小雪 稍重 （２３東京１）第５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

７１４ アフィントン 牝３栗 ５４ 吉田 隼人吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ２１：４０．６ ９．８�

８１５ カフェローレル 牝３青鹿５４ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４４０－ ４１：４０．７� ７．７�
７１３ ピュアマインド 牝３栗 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４３８－１０１：４１．０１� ３．２�
１１ クラウディア 牝３黒鹿５４ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４４０－ ２１：４１．３１� １９．１�
２３ グジョウハチマン 牝３鹿 ５４ M．デムーロ居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４５８－ ２ 〃 アタマ ７．５�

（伊）

８１６ マックスアリウ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介首藤 徳氏 武市 康男 浦河 小池 博幸 B４４６＋２４１：４１．６１� ４９．５�
２４ ノアパステル 牝３鹿 ５４ 村田 一誠佐山 公男氏 高木 登 浦河 秋場牧場 ４４８± ０１：４１．９１� ９．２�
５１０ カンヌシチー 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 	友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ４７６＋１０１：４２．３２� ４００．８

６１１ リ ヴ ァ ー レ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広エデンアソシエーション 牧 光二 新冠 川島牧場 ４３８± ０１：４２．５１� ４．８�
５９ クイーンセレニティ 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 山上 和良氏 和田正一郎 浦河 畔高牧場 ４６４－ ６ 〃 ハナ ５３．７�

（仏）

４８ フローラルホール 牝３鹿 ５４ 小林 淳一小池 憲章氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４６０－ ２１：４２．７１� １４．４
６１２ マイプレシャス 牝３芦 ５４ 津村 明秀長井 純一氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４０８± ０１：４３．２３ １４６．１�
１２ ウエスタンレビュー 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 ４９６－ ８ 〃 ハナ ６６．５�
３６ クールトップレディ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優有限会社シルク二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９０＋１０１：４３．５１� ２２．７�
４７ スタービューティ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成吉田 和子氏 田島 俊明 日高 高山牧場 ４５６± ０１：４３．７１� ４２．８�
３５ セ ラ ー ナ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥 	ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 B４８０＋１０１：４５．８大差 １５７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３２７，９００円 複勝： ３９，０８３，２００円 枠連： １８，０６６，５００円

普通馬連： ５８，９０１，１００円 馬単： ３４，３２２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２１２，４００円

３連複： ７２，７１３，７００円 ３連単： １０３，４８７，６００円 計： ３７１，１１４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ３３０円 � ２２０円 � １５０円 枠 連（７－８） ８８０円

普通馬連 �� ３，３１０円 馬 単 �� ６，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� ７９０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ３，９７０円 ３ 連 単 ��� ３３，５００円

票 数

単勝票数 計 １９３２７９ 的中 � １５６４９（６番人気）
複勝票数 計 ３９０８３２ 的中 � ２５４７９（６番人気）� ４４６０４（３番人気）� ８９８５４（１番人気）
枠連票数 計 １８０６６５ 的中 （７－８） １５２５０（４番人気）
普通馬連票数 計 ５８９０１１ 的中 �� １３１６６（１６番人気）
馬単票数 計 ３４３２２１ 的中 �� ３６５８（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２１２４ 的中 �� ４９１４（１６番人気）�� ７８７６（９番人気）�� １１９９５（２番人気）
３連複票数 計 ７２７１３７ 的中 ��� １３５４７（７番人気）
３連単票数 計１０３４８７６ 的中 ��� ２２８０（９５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．７―１３．０―１２．８―１３．２―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３６．４―４９．４―１：０２．２―１：１５．４―１：２７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アフィントン �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１０．８．２８ 札幌５着

２００８．３．１生 牝３栗 母 セイングレンド 母母 グレイスルーマー ５戦１勝 賞金 ６，９５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セラーナ号は，平成２３年３月１２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アドマイヤアジナ号
（非抽選馬） １頭 スプリングロバーツ号
※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。

０３０５２ ２月１２日 小雪 稍重 （２３東京１）第５日 第４競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５１０ ゲルマンシチー 牡３青 ５６ 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 ４７０ ―１：４２．１ ２６．４�

４８ カワキタロイ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太川島 吉男氏 武市 康男 浦河 多田 善弘 ５０８ ―１：４２．２� １８２．２�
６１１ パ ク サ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治加藤 信之氏 鈴木 康弘 浦河 藤春 修二 ５３２ ―１：４２．３� ３３．８�
７１３ ワ ス カ ラ ン 牡３黒鹿５６ 石橋 脩岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 山際 辰夫 ４９４ ― 〃 ハナ １０．４�
２４ ジャガンナート 牡３鹿 ５６ M．デムーロ池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６ ― 〃 クビ ６．３�
（伊）

７１４ マシェリーアンジュ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４９８ ―１：４２．４� １２．８�

３６ ウエスタンダーツ 牡３栗 ５６ 内田 博幸西川 賢氏 松山 康久 新ひだか 坂本 春雄 ５００ ―１：４２．６１ ５．５	
１１ レオジュピター 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成田中 博之氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ４７４ ―１：４２．９１� ３．９

１２ パ ン ジ ャ 牡３青鹿５６ 松岡 正海深澤 朝房氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５０２ ― 〃 クビ ３．１�
８１６ ミラクルプラスワン 牡３芦 ５６ 吉田 豊竹森 幹雄氏 小西 一男 新冠 中央牧場 ４７８ ―１：４４．１７ ８０．９�
８１５ ハイタッチレディ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春星野 壽市氏 松永 康利 日高 前野牧場 ５０２ ―１：４４．４２ １２２．０
５９ オーゴンキング 牡３鹿 ５６ 御神本訓史永田 清男氏 田中 剛 浦河 鎌田 正嗣 ４６８ ―１：４５．３５ ６０．８�

（大井）

６１２ サクラエスパーダ 牡３栗 ５６ A．クラストゥス �さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 原 武久 ４８６ ― 〃 ハナ ４７．９�
（仏）

４７ ジャパンラプソディ 牡３栗 ５６ 小林 淳一日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ５４４ ―１：４５．４� ２１４．７�
３５ マキノチェアマン 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一小川 敏夫氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ４５６ ― 〃 クビ ２３５．６�
２３ カトレアシチー 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 幾千世牧場 ４４２ ― 〃 ハナ ５５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１７１，７００円 複勝： ２５，９５７，１００円 枠連： １７，７６８，４００円

普通馬連： ４１，６６９，６００円 馬単： ２８，０４８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７２７，８００円

３連複： ４９，２５０，０００円 ３連単： ７７，８２７，７００円 計： ２７６，４２１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６４０円 複 勝 � ７２０円 � ３，４３０円 � ７６０円 枠 連（４－５） １７，９７０円

普通馬連 �� ７５，１９０円 馬 単 �� １５２，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７，７９０円 �� ４，１００円 �� １６，５８０円

３ 連 複 ��� ３９０，８３０円 ３ 連 単 ��� ２，７３５，０９０円

票 数

単勝票数 計 １８１７１７ 的中 � ５４３３（７番人気）
複勝票数 計 ２５９５７１ 的中 � ９８２５（７番人気）� １８８１（１４番人気）� ９１８８（８番人気）
枠連票数 計 １７７６８４ 的中 （４－５） ７３０（３０番人気）
普通馬連票数 計 ４１６６９６ 的中 �� ４０９（８１番人気）
馬単票数 計 ２８０４８７ 的中 �� １３６（１５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７２７８ 的中 �� ２４４（８６番人気）�� １０７６（３８番人気）�� ２６２（８３番人気）
３連複票数 計 ４９２５００ 的中 ��� ９３（３４９番人気）
３連単票数 計 ７７８２７７ 的中 ��� ２１（２０４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３６．７―５０．５―１：０４．４―１：１７．５―１：２９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲルマンシチー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rainbow Quest 初出走

２００８．５．１４生 牡３青 母 フレームオブトゥルース 母母 River Lullaby １戦１勝 賞金 ６，５００，０００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） ５頭 サトノオリオン号・トーアアクセル号・モニター号・リックデビッド号・レジェンドラヴ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０５３ ２月１２日 小雨 稍重 （２３東京１）第５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

３５ ロングスローイン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４８６＋ ４１：４９．８ １．８�

７１４ モ ビ ー ル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：５０．１２ １１．６�
２４ タ ー フ ェ ル 牡３栗 ５６ 御神本訓史伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ５００＋ ８１：５０．２クビ ４０．４�
（大井）

３６ カンタベリーダダ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成峰 哲馬氏 鈴木 勝美 むかわ ヤマイチ牧場 ４６４＋ ４１：５０．３� ４．８�
７１３ アレアーラック 牡３栗 ５６ 内田 博幸松本 俊廣氏 河野 通文 日高 浜本牧場 ４７８± ０１：５０．５１� ２８．５�
６１２ ビリーヴマイン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 大栄牧場 ４３６＋ ６１：５０．７１� ３２．９�
１２ マイネオーチャード 牝３栗 ５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム ４４２± ０ 〃 クビ ６９．３	
２３ リベラルアーツ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０＋ ８１：５０．８クビ ４７．４

８１６ フェアープライド 牡３黒鹿５６ F．ベリー 臼田 浩義氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４８２± ０ 〃 クビ ７．１�

（愛）

５９ シェイドトゥウイン 牡３栗 ５６ A．クラストゥス 松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 神垣 道弘 ４６０＋ ４１：５１．４３� １４３．０�
（仏）

６１１ マイネローレライ 牝３青鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか 田中 裕之 ４８０－ ６１：５１．６１� １０．７

４７ マリーズタイム 牝３鹿 ５４ 田中 勝春冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４３６＋ ４１：５１．８１� １３０．６�
１１ イ ズ ミ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩滝澤 洋一氏 杉浦 宏昭 新ひだか 岡田スタツド ４４８－ ８１：５１．９� １５１．０�
５１０ デュラビリティ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優�広富牧場 藤原 辰雄 新冠 つつみ牧場 ４００－ ４１：５２．１１� ２７５．９�
８１５ マイネリスペクト 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 上野 正恵 ４５８＋１０１：５２．３１� ４００．６�
４８ ピュアーマイスター 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介南波 壽氏 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３０＋ ２ 〃 ハナ ２６５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，００６，１００円 複勝： ４９，４５１，３００円 枠連： ２１，７５２，５００円

普通馬連： ５８，１８７，３００円 馬単： ４４，５０８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３９６，５００円

３連複： ７４，３２５，６００円 ３連単： １３３，３２４，２００円 計： ４３５，９５１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ６８０円 枠 連（３－７） ４９０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ９４０円 �� ３，５２０円

３ 連 複 ��� ９，２５０円 ３ 連 単 ��� ２７，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２８００６１ 的中 � １２７２６８（１番人気）
複勝票数 計 ４９４５１３ 的中 � １９８０９２（１番人気）� ４５４６９（４番人気）� １１１９２（８番人気）
枠連票数 計 ２１７５２５ 的中 （３－７） ３３３６０（３番人気）
普通馬連票数 計 ５８１８７３ 的中 �� ４３３６８（４番人気）
馬単票数 計 ４４５０８３ 的中 �� ２４０３７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３９６５ 的中 �� １７１５０（４番人気）�� ６８１３（１０番人気）�� １７０５（３３番人気）
３連複票数 計 ７４３２５６ 的中 ��� ５９３６（２７番人気）
３連単票数 計１３３３２４２ 的中 ��� ３５６０（７５番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１１．７―１２．２―１３．１―１３．３―１１．９―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．３―３６．０―４８．２―１：０１．３―１：１４．６―１：２６．５―１：３７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．２

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

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

ロングスローイン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．１１．２８ 東京２着

２００８．４．３生 牡３鹿 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００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。
（非当選馬） １頭 コスモバラマン号
（非抽選馬） １頭 メジロサモン号
※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。

０３０５４ ２月１２日 小雨 稍重 （２３東京１）第５日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

６１１ リッチフロー 牡３栗 ５６ M．デムーロ池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：３７．５ ７．１�
（伊）

２４ ロイヤルクレスト 牡３栃栗５６ 津村 明秀�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５１０ ― 〃 クビ ３．３�
７１３ ウイニングティアラ 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優 �グリーンファーム 矢野 英一 浦河 鎌田 正嗣 ４６６ ―１：３７．７１� １６．３�
８１６ タストヴィナージュ 牡３芦 ５６ 石橋 脩吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４９８ ―１：３７．９１� ２６．４�
６１２ ユキノアイオロス �３鹿 ５６ 木幡 初広井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム ４５０ ―１：３８．１１� ６６．７�
１２ ヒカルマイガール 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣�橋 京子氏 栗田 博憲 むかわ 宇南山牧場 ４７０ ―１：３８．２� ３．６	
５１０ ビーナスオンシェル 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介大原 詔宏氏 和田 正道 浦河 有限会社

大原ファーム ４７６ ―１：３８．３� ２１．２

２３ ブロードビーン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一小山 豊氏 阿部 新生 新ひだか 岡田牧場 ４４４ ―１：３８．６２ １３８．０�
３５ ニシノシトラス 牝３黒鹿５４ 田中 勝春西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４６８ ―１：３８．７クビ ３９．３�
８１５ ハートオブロー 牝３黒鹿５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 えりも エクセルマネジメント ４２４ ― 〃 クビ １１．４
４８ デルマラートリー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司浅沼 廣幸氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：３９．１２� ５．４�
５９ ダイヤピアス 牝３鹿 ５４ 的場 勇人平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか 田原橋本牧場 ４３０ ―１：３９．４２ ３９．１�
３６ ゴールデンファスト 牝３芦 ５４ 柴田 大知笠原 幸六氏 久保田貴士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４７０ ― 〃 クビ ８８．５�
７１４ ダイワジョリー 牡３青 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 秋山 雅一 新ひだか 折手牧場 ４６２ ―１：４０．１４ １３７．８�
１１ チ ョ ッ パ ー 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一�飛渡牧場 中川 公成 新冠 小泉 学 ４２６ ―１：４０．２クビ ６６．６�
４７ マイネルタイムレス 牡３栗 ５６ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム ４９６ ―１：４０．３	 １１７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，０９８，４００円 複勝： ３０，３１８，７００円 枠連： １５，４２０，１００円

普通馬連： ５１，２１４，１００円 馬単： ３４，１３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５７０，７００円

３連複： ６１，８２２，７００円 ３連単： ９７，２８０，６００円 計： ３３１，８５７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 � ４６０円 枠 連（２－６） １，４８０円

普通馬連 �� １，７８０円 馬 単 �� ４，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ２，０７０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ９，２４０円 ３ 連 単 ��� ５０，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２００９８４ 的中 � ２２４９９（４番人気）
複勝票数 計 ３０３１８７ 的中 � ３３６３８（４番人気）� ７１２５０（１番人気）� １３１０５（６番人気）
枠連票数 計 １５４２０１ 的中 （２－６） ７７０７（７番人気）
普通馬連票数 計 ５１２１４１ 的中 �� ２１２９７（５番人気）
馬単票数 計 ３４１３２６ 的中 �� ６１３４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５７０７ 的中 �� ７６７６（５番人気）�� ２４７９（２５番人気）�� ４７０４（１０番人気）
３連複票数 計 ６１８２２７ 的中 ��� ４９４０（２８番人気）
３連単票数 計 ９７２８０６ 的中 ��� １４２６（１４０番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．７―１２．１―１２．５―１２．４―１１．５―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２４．８―３６．９―４９．４―１：０１．８―１：１３．３―１：２５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リッチフロー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．５．１０生 牡３栗 母 マルカフレンドリー 母母 フレンドリービューティ １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１８頭 アイザックドリーム号・インディーズゲーム号・オレンジシューズ号・カグニザント号・クロムルキナ号・

ココロノトビラ号・シスターソフィア号・シャルニエール号・スペシャルダンス号・ダノンウェルカム号・
テンエイアドニス号・ナイトラーク号・ファントムロード号・フルアクセル号・メイアイヘルプユー号・ルージュ号・
レッドディーヴァ号・レディスウィフト号

※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。



０３０５５ ２月１２日 曇 稍重 （２３東京１）第５日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

３６ シャイニーホーク 牡３栗 ５６ 蛯名 正義小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４９８－ ２１：２３．０ ２．２�

４８ コンプリート 牝３鹿 ５４ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４６２± ０１：２３．２１� １４．２�
６１１ オメガブレイン 牡３鹿 ５６ M．デムーロ原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４１：２３．４１� １３．４�

（伊）

５１０ ジ ャ ー ビ ス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４８４＋ ６ 〃 ハナ ３．５�
１２ ツインエンジェルズ 牝３青 ５４ 吉田 隼人吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４３６± ０ 〃 クビ ７．８�
８１５ ポピュラーストック 牡３栗 ５６ A．クラストゥス �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ６ 〃 ハナ ３７．１�
（仏）

２４ デュアルスウォード 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５４－ ６ 〃 アタマ １５．２	
２３ コウヨウレジェンド 牡３鹿 ５６ 北村 宏司寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ４９４± ０１：２３．６１� ２１．６

６１２ インダクティ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ３９６＋ ８１：２３．７クビ ２６．０�
３５ � スマートオーシャン 牝３栗 ５４ 内田 博幸大川 徹氏 小崎 憲 米 Summer

Wind Farm ４７６－１４１：２４．１２	 ５６．９�
４７ 
 シーキングザラヴ 牡３鹿 ５６ 御神本訓史林 明道氏 河津 裕昭 新ひだか 山野牧場 ４５６－ １１：２４．３１ １６５．６

（川崎） （大井）

１１ フレンドサンポウ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４６６－ ８１：２４．６２ １６３．５�
５９ 
 ランニングシューズ 牡３黒鹿５６ C．デムーロ 吉田 千津氏 川島 正行 千歳 社台ファーム ４３０＋ ７１：２４．７	 ５７．５�

（船橋） （船橋）

７１３� オフィシャルシティ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一松平 恭司氏 佐藤 吉勝 日高 松平牧場 ４４６＋ ８１：２４．８クビ ２２９．５�
７１４� ドクターブリーズ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 新冠 村上牧場 ４２４－ ２１：２５．５４ ３４９．８�
８１６ ブレスマイハート 牝３鹿 ５４ 石橋 脩岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 折手牧場 ４３０＋ ８１：２５．８２ ３５９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，１８０，３００円 複勝： ４７，４２８，４００円 枠連： ２０，１０３，３００円

普通馬連： ８２，７７５，７００円 馬単： ５２，７２６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，６６３，８００円

３連複： ９９，０２６，４００円 ３連単： １６３，６３９，０００円 計： ５３１，５４３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ３２０円 � ３１０円 枠 連（３－４） １，２２０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ５６０円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� ４，８００円 ３ 連 単 ��� １５，７５０円

票 数

単勝票数 計 ３２１８０３ 的中 � １１８００６（１番人気）
複勝票数 計 ４７４２８４ 的中 � １５２２１５（１番人気）� ３０３９７（５番人気）� ３１２６１（４番人気）
枠連票数 計 ２０１０３３ 的中 （３－４） １２２４０（５番人気）
普通馬連票数 計 ８２７７５７ 的中 �� ５００８８（３番人気）
馬単票数 計 ５２７２６９ 的中 �� ２０６８５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３６６３８ 的中 �� １８１５８（３番人気）�� １５２４０（５番人気）�� ３５７８（２５番人気）
３連複票数 計 ９９０２６４ 的中 ��� １５２５０（１５番人気）
３連単票数 計１６３６３９０ 的中 ��� ７６７０（３６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．５―１２．０―１１．５―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．１―３５．６―４７．６―５９．１―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニーホーク �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．１０．２３ 京都２着

２００８．３．１０生 牡３栗 母 スプリングネヴァー 母母 ネヴアーイチバン ６戦２勝 賞金 ２５，２８０，０００円
〔発走状況〕 ブレスマイハート号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 オメガブレイン号の騎手M．デムーロは，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３０，０００円。（５番への進路

影響）
〔調教再審査〕 ブレスマイハート号は，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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 イトククリ号・コットンフィールド号・ツキヒカル号・ハワイアンシュガー号・ファンキータウン号・

マイネルロガール号
※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。

０３０５６ ２月１２日 曇 稍重 （２３東京１）第５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）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

４７ ダイワバーガンディ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：３９．２ ４．６�

６１１ マイネフェリックス 牝４栗 ５５ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B４７４± ０ 〃 クビ ４．６�
（仏）

７１４ メイショウラグーナ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６０－ ６１：３９．３クビ １２．３�
１１ ヤマノトップラン 牝４栗 ５５ 吉田 豊澤村 敏雄氏 須貝 彦三 新ひだか 前川 隆則 ４７４－ ８１：３９．４� ９．４�
８１６ ポルトゥエンセ 牝４黒鹿５５ 田中 勝春 �社台レースホース粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ５００＋１０ 〃 ハナ ６．２	
５９ タマノリテラシー 牝４栗 ５５ 江田 照男玉腰 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 B４８８＋ ２１：３９．７２ ２８．６

３５ ヘリオポーズ 牝５芦 ５５ 池添 謙一 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４４８＋２０１：３９．８クビ １０．８�
２３ � ホワイトジュエル 牝４芦 ５５ 三浦 皇成 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４４０－ ８１：４０．１２ ３５．６�
１２ ビクトリアスバイオ 牝５鹿 ５５ 内田 博幸バイオ� 松山 将樹 平取 坂東牧場 ４８４＋ ６１：４０．２クビ １１．９
５１０ トレノローザ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４２４＋ ８ 〃 クビ ７．０�
７１３ ミ ア コ ル サ 牝４鹿 ５５ 小林 淳一有限会社シルク土田 稔 日高 鹿戸 美明 ４６８＋ ２１：４０．５１� ８０．８�
８１５ レッドプラネット 牝４青鹿５５ 吉田 隼人�コオロ 秋山 雅一 日高 庄野牧場 ４７０－ ６１：４０．８１� ４８．３�
３６ ホープダイナスティ 牝４栗 ５５ 丸田 恭介吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：４１．０１� ８５．８�
２４ � ピーチフィズ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優柴田 洋一氏 坂本 勝美 浦河 鎌田 正嗣 B４７６＋ ４ 〃 アタマ ２２．９�
４８ � チリトテシャン 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 B４４８＋ ２１：４１．３１� １５６．９�
６１２� アルファママシータ 牝５鹿 ５５ 武士沢友治�貴悦 尾関 知人 新冠 秋田牧場 ４６８－１６ （競走中止） ２６２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，８８８，５００円 複勝： ４１，５３５，７００円 枠連： ２４，３６２，０００円

普通馬連： ８７，５２３，４００円 馬単： ４８，４０７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，２７２，０００円

３連複： １０９，４００，９００円 ３連単： １６９，３９７，１００円 計： ５３７，７８７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � ３６０円 枠 連（４－６） １，２１０円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １，１１０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ４，２７０円 ３ 連 単 ��� １８，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２３８８８５ 的中 � ４０９９７（１番人気）
複勝票数 計 ４１５３５７ 的中 � ６５５４２（２番人気）� ６８６４７（１番人気）� ２５１８５（８番人気）
枠連票数 計 ２４３６２０ 的中 （４－６） １４９０８（３番人気）
普通馬連票数 計 ８７５２３４ 的中 �� ４９３２７（１番人気）
馬単票数 計 ４８４０７７ 的中 �� １３７３９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３２７２０ 的中 �� １７２９０（１番人気）�� ７１２０（１３番人気）�� １０２９６（４番人気）
３連複票数 計１０９４００９ 的中 ��� １８９２０（４番人気）
３連単票数 計１６９３９７１ 的中 ��� ６７３０（７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．７―１２．４―１３．２―１２．９―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．２―４７．６―１：００．８―１：１３．７―１：２６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワバーガンディ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．６．２９ 福島１着

２００６．２．１３生 牝５鹿 母 ダイワルージュ 母母 スカーレットブーケ ２０戦２勝 賞金 ２５，６８０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走中止〕 アルファママシータ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 サントワマミー号・トレジャーチェスト号
（非抽選馬） １頭 オーダーラッシュ号
※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。



０３０５７ ２月１２日 曇 稍重 （２３東京１）第５日 第９競走 ��
��２，０００�

ち ょ う ふ

調 布 特 別
発走１４時３５分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

６１０ ダークシャドウ 牡４栗 ５６ F．ベリー 飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２２：０１．８ ２．０�
（愛）

５７ サイレントメロディ 牡４青 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９４－ ２２：０２．３３ ７．２�
２２ レアーレスパーダ �４鹿 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム ５００± ０２：０２．５１� ９．４�
３３ ステージプレゼンス 牡４芦 ５６ M．デムーロ吉田 千津氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２－ ４ 〃 アタマ ５．３�

（伊）

８１３ エーブチェアマン 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４５０＋ ４２：０２．６	 ２１．６�

８１４
 レッドスティング 牡４鹿 ５６ A．クラストゥス �東京ホースレーシング 松田 国英 愛 H. Yamamoto ４５８－ ４２：０２．７	 ２６．４	
（仏）

４５ マルラニビスティー 牝５鹿 ５５ 北村 宏司備前島敏子氏 伊藤 大士 早来 ノーザンファーム ４６０－ ２２：０２．８	 １１１．４

４６ � ベ ル タ リ ド 牡７鹿 ５７ 御神本訓史伊藤 信之氏 嶋田 功 浦河 林 孝輝 ４８２＋ ２ 〃 クビ １４１．１�

（大井）

７１２ ユメノトキメキ 牝４鹿 ５４ 村田 一誠諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４７０± ０２：０３．０１� ６１．７�
５８ トウショウデザート 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 B５３０＋ ２２：０３．２１� ２９．４
６９ マ イ ウ エ イ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム B４４８± ０２：０３．３� ７．６�
３４ ベストアンサー 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４６０＋ ６ 〃 クビ ５０．９�
１１ グリッドマトリクス 牡５鹿 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ５３０＋ ４２：０３．４クビ ５１．１�
７１１ コスモオースティン 牡９鹿 ５７ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 三石 坂本牧場 ４９０＋ ４２：０４．８９ ３９１．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４２，３６５，８００円 複勝： ７３，８５１，５００円 枠連： ３１，２６３，１００円

普通馬連： １３０，４８７，２００円 馬単： ８２，８４７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，８００，５００円

３連複： １５７，５０５，０００円 ３連単： ３０６，３９２，０００円 計： ８７１，５１２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ２５０円 枠 連（５－６） ４９０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ４２０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ２，２２０円 ３ 連 単 ��� ６，４４０円

票 数

単勝票数 計 ４２３６５８ 的中 � １６８５５３（１番人気）
複勝票数 計 ７３８５１５ 的中 � ２３４９９３（１番人気）� ９１８７８（３番人気）� ５６５６４（５番人気）
枠連票数 計 ３１２６３１ 的中 （５－６） ４７９５９（２番人気）
普通馬連票数 計１３０４８７２ 的中 �� １２７３４０（３番人気）
馬単票数 計 ８２８４７０ 的中 �� ５８１００（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６８００５ 的中 �� ３６８１２（３番人気）�� ２８２５２（４番人気）�� ８６９５（１２番人気）
３連複票数 計１５７５０５０ 的中 ��� ５２４７９（６番人気）
３連単票数 計３０６３９２０ 的中 ��� ３５１６０（１０番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．１―１２．４―１２．３―１２．６―１２．７―１２．５―１１．５―１１．１―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２５．１―３７．５―４９．８―１：０２．４―１：１５．１―１：２７．６―１：３９．１―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダークシャドウ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Private Account デビュー ２０１０．４．２４ 東京１着

２００７．２．１７生 牡４栗 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia ６戦３勝 賞金 ４０，６１６，０００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。

０３０５８ ２月１２日 小雨 稍重 （２３東京１）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�

ぎんてい

銀蹄ステークス
発走１５時１０分 （ダート・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

５１０� ピースオブパワー 牡５青鹿５７ 内田 博幸田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ
ングシステム ４９４－ ４１：２４．５ ２．７�

７１４ サクセスオネスティ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司�嶋 祐子氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ５１２± ０１：２４．６� ２．３�
８１６ ドリームスカイラブ 牡６黒鹿５７ F．ベリー セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ５０４＋ ２１：２４．７クビ ６１．６�

（愛）

５９ ブラッシュアップ 牡６栗 ５７ 津村 明秀 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４８８－ ６１：２５．０１� ２６．１�

４７ モアザンスマート 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４９０± ０１：２５．１	 ８９．９�
３６ ジェイケイボストン 
８黒鹿５７ 御神本訓史小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ５２４＋ ６ 〃 クビ ３０７．３	

（大井）

８１５ ノーリプライ 
７芦 ５７ A．クラストゥス �瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ５００＋ ４１：２５．２クビ ５０．３

（仏）

１１ � ギシアラバストロ 牡７青鹿５７ 木幡 初広吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-
agement, LLC ４９０± ０ 〃 クビ ７５．２�

３５ コンティネント 牡７鹿 ５７ 松岡 正海近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５３６＋１２ 〃 アタマ ８．７�
６１２ フェイムロバリー 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ４８８－ ２１：２５．３	 １１．２
１２ アポロラムセス 牡６芦 ５７ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ５０６＋ ６ 〃 クビ ５２．５�
２３ カネスラファール 牡７黒鹿５７ 田中 勝春杉澤 光雄氏 伊藤 大士 門別 坂 牧場 ４９８＋ ６１：２５．５� １５３．０�
４８ シルクアルボーレ 牡９鹿 ５７ 柴山 雄一有限会社シルク星野 忍 新冠 早田牧場新

冠支場 ４６２－ ２ 〃 クビ ３１０．４�
２４ ドリームクラウン 牡６栗 ５７ 三浦 皇成セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５０８－１０１：２５．６クビ ３４．０�
７１３ ウインプレミアム 牡７芦 ５７ M．デムーロ�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ４８８－１４１：２５．７	 １４．７�
（伊）

６１１� カフェレジェンド 牡６青鹿５７ 村田 一誠西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor ５２２－ ６１：２５．９１� ４５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，６７８，６００円 複勝： ６８，８４３，５００円 枠連： ３４，６３８，９００円

普通馬連： １５４，４０３，５００円 馬単： ９２，００５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，５０２，２００円

３連複： １９０，０１６，１００円 ３連単： ３５９，２７０，５００円 計： ９９３，３５８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � ６２０円 枠 連（５－７） ２６０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� １，８３０円 �� １，６６０円

３ 連 複 ��� ４，９４０円 ３ 連 単 ��� １７，２５０円

票 数

単勝票数 計 ３８６７８６ 的中 � １１５０８１（２番人気）
複勝票数 計 ６８８４３５ 的中 � ２１６１２３（１番人気）� １８１９００（２番人気）� １４５５３（１０番人気）
枠連票数 計 ３４６３８９ 的中 （５－７） １００１１１（１番人気）
普通馬連票数 計１５４４０３５ 的中 �� ３８１１７８（１番人気）
馬単票数 計 ９２００５１ 的中 �� １０７３９５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５５０２２ 的中 �� １２１９３２（１番人気）�� ５９０１（２３番人気）�� ６５６４（２１番人気）
３連複票数 計１９００１６１ 的中 ��� ２８３９４（１５番人気）
３連単票数 計３５９２７０５ 的中 ��� １５３７９（４４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．７―１２．０―１２．２―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３５．６―４７．６―５９．８―１：１１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３６．９
３ ５，６（４，１６）－（２，１１）１２（９，１４）（１，１０）１５（３，１３）－８－７ ４ ・（５，６）（４，１６）（２，１１）（９，１２）（１，１４）１０（３，１５）１３－８－７

勝馬の
紹 介

�ピースオブパワー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Phone Trick

２００６．２．１２生 牡５青鹿 母 タイキガイア 母母 Certain Secret ２３戦４勝 賞金 ８４，９７３，０００円
地方デビュー ２００８．５．２２ 札幌

〔発走状況〕 ドリームクラウン号は，枠入り不良。
※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。



０３０５９ ２月１２日 小雨 稍重 （２３東京１）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第４６回デイリー杯クイーンカップ（ＧⅢ）

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

デイリースポーツ賞（１着）
賞 品

本 賞 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００円
付 加 賞 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５９ ホエールキャプチャ 牝３芦 ５５ 池添 謙一嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４６０＋ ４１：３５．４ ３．６�

２４ マイネイサベル 牝３鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 ４４４－ ６１：３５．５� １６．６�

５１０ デルマドゥルガー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４８６＋ ４１：３５．６� １５．６�
６１１ フレンチカクタス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 服部 牧場 ５０２＋ ４１：３５．７クビ １２．８�
１２ 	 メ ー ヴ ェ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs

Jean P. Clee ４５０－ ４ 〃 ハナ ８６．４�
１１ ダンスファンタジア 牝３鹿 ５５ A．クラストゥス �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：３５．８� １．７	

（仏）

４８ ニシノステディー 牝３栗 ５４ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４７４－ ２１：３５．９
 ３１．３

３５ カトルズリップス 牝３黒鹿５４ 御神本訓史山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４７６＋ ８１：３６．０
 １５４．０�

（大井）

８１６ マイネイディール 牝３青鹿５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４８６－ ６１：３６．１� １２３．８�

３６ テキサスルビー 牝３青 ５４ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２４－ ２１：３６．３１ ６６．４
８１５ イイデステップ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム B４７０± ０１：３６．６２ ４１３．７�
７１３ ケイアイアルテミス 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４４２－ ４１：３６．７
 １３６．０�
７１４ ユースティティア 牝３青鹿５４ 柴田 善臣前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４－ ６１：３７．１２
 ５２．２�
２３ ラ テ ア ー ト 牝３鹿 ５４ M．デムーロ �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２ 〃 ハナ １７．７�

（伊）

４７ � スクランブルエッグ 牝３栗 ５４ C．デムーロ 吉田 照哉氏 出川 龍一 千歳 社台ファーム ４６４± ０ 〃 ハナ ２２１．３�
（船橋） （船橋）

６１２ シグナルストーン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春森 保彦氏 清水 久詞 新冠 松浦牧場 ４３６－１０１：３８．５９ ２５９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１１，２３５，７００円 複勝： １８０，０５５，３００円 枠連： ８８，７５５，９００円

普通馬連： ４３０，４９８，６００円 馬単： ２９６，１１１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５３，５０７，３００円

３連複： ５５８，８５３，５００円 ３連単： １，３７３，０００，２００円 計： ３，１９２，０１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ４３０円 � ４３０円 枠 連（２－５） １，０１０円

普通馬連 �� ２，６２０円 馬 単 �� ３，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� ６４０円 �� ２，１６０円

３ 連 複 ��� ６，４４０円 ３ 連 単 ��� ２７，２００円

票 数

単勝票数 計１１１２３５７ 的中 � ２４７８８１（２番人気）
複勝票数 計１８００５５３ 的中 � ３８７９５３（２番人気）� ９５０７３（４番人気）� ９３３４１（５番人気）
枠連票数 計 ８８７５５９ 的中 （２－５） ６５１３８（４番人気）
普通馬連票数 計４３０４９８６ 的中 �� １２１４９３（８番人気）
馬単票数 計２９６１１１２ 的中 �� ５６０６９（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５３５０７３ 的中 �� ４８２１４（８番人気）�� ６１２２２（６番人気）�� １６６２９（２１番人気）
３連複票数 計５５８８５３５ 的中 ��� ６４１１１（１８番人気）
３連単票数 計１３７３０００２ 的中 ��� ３７２５７（６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．４―３５．１―４７．４―１：００．２―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４F４８．０―３F３５．２
３ ５，８（６，１１，１５）（１，７，９，１２）（４，１０，１６，１４）３（２，１３） ４ ５，８（６，１１，１５）（１，９）（７，１６，１２）（４，１０，１４）１３（２，３）

勝馬の
紹 介

ホエールキャプチャ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．３ 函館２着

２００８．２．２４生 牝３芦 母 グローバルピース 母母 エミネントガール ６戦３勝 賞金 ９５，５３６，０００円
〔制裁〕 ラテアート号の騎手M．デムーロは，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（１３番への進路影響）

ダンスファンタジア号の騎手A．クラストゥスは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（７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） ２頭 イングリッド号・バラードソング号
※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。

０３０６０ ２月１２日 小雨 稍重 （２３東京１）第５日 第１２競走 ��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１２ ゴールドバシリスク 牡４鹿 ５７ 内田 博幸居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４９２－ ２１：１７．９ ７．９�

４８ イ チ オ カ 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義三宅 勝俊氏 境 直行 様似 能登ファーム ５３２＋ ２１：１８．３２� １１．７�
２３ ブレーヴゴールド 牡５青鹿５７ F．ベリー 磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４５６－ ２１：１８．４� ５９．７�

（愛）

３６ マルタカラッキー 牡６黒鹿５７ 御神本訓史�橋まゆみ氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４８８＋ ６１：１８．６１ ８２．１�
（大井）

１１ センジンジョー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４５４＋ ２１：１８．８１ ２．９�
８１５ リバーアゲイン 牡６栗 ５７ 吉田 豊河越 武治氏 須貝 彦三 三石 沖田 忠幸 ４８２－１０１：１８．９� ６．８�
５１０ カフェマーシャル 牡５芦 ５７ 津村 明秀西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５２０＋ ６１：１９．０クビ ８．０�
３５ グレイスフルムーヴ 牝６鹿 ５５ 小林 淳一有限会社シルク佐藤 吉勝 門別 ヤナガワ牧場 B４５６－ ２ 〃 ハナ １６７．５	
２４ ミッキーデジタル 牡４栗 ５７ M．デムーロ野田みづき氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 ４５０＋ ２１：１９．１� ３．８


（伊）

７１４ ノ ボ ク ン 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４７６－ ４１：１９．７３� ３０．９�
６１２ ピカンチラヴ 牝４栗 ５５ A．クラストゥス 小林けい子氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４１４± ０ 〃 アタマ ７５．２

（仏）

６１１ コ コ カ ラ 牡４栗 ５７ 柴山 雄一ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム B５１４＋ ６１：１９．９１ ２８．８�
７１３ サマーシルクロード 牝６栗 ５５ 武士沢友治セゾンレースホース� 根本 康広 門別 白井牧場 ４３８－ ６１：２０．２２ ２６４．５�
８１６ ミッシングナンバー 牡５栗 ５７ 石橋 脩石瀬 浩三氏 領家 政蔵 日高 高山牧場 B４６８－ ２１：２０．３� ２９．１�
４７ � トキノライジン 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 新冠 村田牧場 ４４６ １：２０．４� １３７．８�
５９ � ジーガーウイング 牝７鹿 ５５ 大庭 和弥�ジーガー 和田 正道 新冠 須崎牧場 B５１０－ ４１：２０．５� ４２０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，２６８，６００円 複勝： ７９，４２５，６００円 枠連： ４３，８３４，３００円

普通馬連： １６４，６３１，７００円 馬単： ９５，２７６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，２８９，２００円

３連複： ２１１，９１９，３００円 ３連単： ３９９，７８０，５００円 計： １，１０８，４２５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ３１０円 � ３２０円 � １，２９０円 枠 連（１－４） １，１７０円

普通馬連 �� ４，４００円 馬 単 �� ８，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４３０円 �� ３，２８０円 �� ７，７００円

３ 連 複 ��� ６１，７２０円 ３ 連 単 ��� ３１５，２２０円

票 数

単勝票数 計 ５０２６８６ 的中 � ５０４０７（４番人気）
複勝票数 計 ７９４２５６ 的中 � ７２１３６（５番人気）� ７００９０（６番人気）� １４０９０（１０番人気）
枠連票数 計 ４３８３４３ 的中 （１－４） ２７７０３（５番人気）
普通馬連票数 計１６４６３１７ 的中 �� ２７６２３（１５番人気）
馬単票数 計 ９５２７６６ 的中 �� ８１１０（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３２８９２ 的中 �� １１２１４（１４番人気）�� ４７２８（３３番人気）�� １９８５（５８番人気）
３連複票数 計２１１９１９３ 的中 ��� ２５３４（１３６番人気）
３連単票数 計３９９７８０５ 的中 ��� ９３６（６８６番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．８―１１．１―１２．０―１２．２―１２．３―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１７．９―２９．０―４１．０―５３．２―１：０５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３６．９
３ １１，１６－（４，１０）６（１，５）７，３（８，１２）１５，９－（２，１４）１３ ４ １１，１６（４，１０）６（１，５）３（８，７）（１２，１５）（９，２）－（１３，１４）

勝馬の
紹 介

ゴールドバシリスク �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー ２００９．１２．１２ 中山４着

２００７．４．２４生 牡４鹿 母 ロイヤルウェーブ 母母 シヤダイウエーブ １３戦３勝 賞金 ３３，１４０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヌーサ号
（非抽選馬） １頭 マジックモーメント号
※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。



（２３東京１）第５日 ２月１２日（土曜日） 雪後雨一時曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８９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

２４２，４８０，０００円
３，２２０，０００円
１７，４６０，０００円
１，８３０，０００円
２２，９２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，２５１，０００円
５，１８６，０００円
１，８７１，１００円

勝馬投票券売得金
４１８，７３０，０００円
６９８，２５１，９００円
３４７，３１１，９００円
１，３５８，３０１，０００円
８６７，３７２，５００円
５２０，０４９，５００円
１，７０８，２８１，２００円
３，３５９，０１７，１００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ９，２７７，３１５，１００円

総入場人員 ２１，１９０名 （有料入場人員 ２０，１８５名）


