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０３０６１ ２月１３日 晴 稍重 （２３東京１）第６日 第１競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１０時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１１ � ヒシカルロス 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣阿部雅一郎氏 久保田貴士 米
Three Chimneys
Farm, LLC & Fair
Way Equine, LLC

４７４＋ ８１：２０．１ ９．７�

３５ アルベルティ 牡３鹿 ５６ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５１０± ０ 〃 クビ ５．２�

５１０ ナムラストリーク 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４３４－ ６１：２０．３１� １５．４�
（大井）

７１４ アスパイヤリング 牡３鹿 ５６ 松岡 正海木村 直樹氏 武市 康男 新ひだか 萩澤 泰博 ４９０－ ４１：２０．４� ８．９�
２３ マ レ ン カ ヤ 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４６８＋１４１：２０．７１	 ８７．７�

（仏）

５９ レッツゴーマークン 牡３栗 ５６ 吉田 豊魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ナカノファーム ４４０± ０１：２０．９１ １２．９�
８１５� フェアユース 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース河野 通文 米 Shadai Farm ４９２－ ２ 〃 ハナ ２．５	
６１１ ジョウノエンドレス 牡３鹿 ５６ 北村 友一小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６４－ ８１：２１．０� ６７．５

４７ � アポロスカイナイト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米

Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４５８－ ２ 〃 アタマ １０．８�
４８ � ヴィクトリアピーク 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�ノースヒルズ 萩原 清 米 Malibu Farm ４３４± ０１：２１．２１� ５３．１
３６ ミスターブレイン 牡３栗 ５６ F．ベリー 古賀 和夫氏 牧 光二 浦河 富田牧場 ４９４－１２１：２１．３	 １０１．９�

（愛）

１２ ケージーハヤテ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４９８－ ４１：２１．９３� ７．１�
２４ � デ ラ セ ー ラ 牝３栗 ５４ 的場 勇人荒井 壽明氏 手塚 貴久 米 Hidekazu

Date ４５０－ ４１：２２．０� ２７５．６�
８１６ ネイチャーナターレ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 中地 義次 B４２８± ０１：２２．３２ ３８３．６�
６１２ マイネスウィート 牝３鹿 ５４ 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 ４６６± ０１：２２．４クビ １２６．７�
７１３ サンシスイメイ 牝３芦 ５４ 山崎 誠士平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４１８－ ４１：２３．４６ ３４２．０�

（川崎）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，００３，２００円 複勝： ４０，０５１，５００円 枠連： １９，２１５，５００円

普通馬連： ６５，５７１，２００円 馬単： ４２，８０１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６５３，０００円

３連複： ８９，０３４，７００円 ３連単： １２８，０２５，５００円 計： ４３３，３５６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ３７０円 � ２２０円 � ３９０円 枠 連（１－３） １，０５０円

普通馬連 �� ２，７５０円 馬 単 �� ６，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� １，８７０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� １１，２５０円 ３ 連 単 ��� ５１，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２０００３２ 的中 � １６２６４（５番人気）
複勝票数 計 ４００５１５ 的中 � ２６６４０（７番人気）� ５５１６５（２番人気）� ２５３３３（８番人気）
枠連票数 計 １９２１５５ 的中 （１－３） １３６３１（５番人気）
普通馬連票数 計 ６５５７１２ 的中 �� １７６１５（９番人気）
馬単票数 計 ４２８０１６ 的中 �� ４９２６（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６５３０ 的中 �� ６７７８（１３番人気）�� ３７００（２８番人気）�� ５９２６（１８番人気）
３連複票数 計 ８９０３４７ 的中 ��� ５８４４（４１番人気）
３連単票数 計１２８０２５５ 的中 ��� １８２２（１８０番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．８―１１．５―１２．５―１２．７―１２．０―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１７．９―２９．４―４１．９―５４．６―１：０６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．７―３F３８．２
３ ・（１，２）（６，１０）（４，５，９，１５）（８，１４）－１２（３，７）－（１６，１１）－１３ ４ １，２（６，１０）（５，１５）（４，９，１４）（８，１２，７）３（１６，１１）＝１３

勝馬の
紹 介

�ヒシカルロス �
�
父 Bernardini �

�
母父 Star de Naskra デビュー ２０１０．８．１ 新潟７着

２００８．３．２０生 牡３黒鹿 母 Santaria 母母 Act of Magic ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 チャーミングロック号・トシキャプテン号・フジマサフローラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０３０６２ ２月１３日 晴 稍重 （２３東京１）第６日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・左）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

４７ ア テ ィ ロ ン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新冠 大栄牧場 ４９０ ―１：２７．２ ７２．０�

８１５ パ ヤ ド ー ル 牝３栗 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５２ ―１：２７．５１� ２．０�
６１２ スマートレモラ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義大川 徹氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４８４ ―１：２７．７１� １０．４�
２３ カイカセンゲン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢野 英一 浦河 宮内牧場 ４４２ ―１：２８．２３ １５８．０�

８１６ メイショウゴウヒメ 牝３黒鹿５４ 武 豊松本 好�氏 小島 太 浦河 太陽牧場 ４５０ ―１：２８．５２ ４．１	
７１４ オリオンザジョケツ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広平本 敏夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上 悦夫 ４５２ ―１：２８．７� １５６．２

１２ ケージーアミーガ 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 ５００ ―１：２８．８� １１．０�

（大井）

３６ サ イ ウ ン 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 中村 政勝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 ４２２ ―１：２９．３３ ７１．５�
（仏）

４８ シスタームーン 牝３青鹿５４ 鈴来 直人 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 原 フアーム ４３２ ―１：２９．４クビ ２３．７
１１ メジロアザミ 牝３栗 ５４ 津村 明秀�メジロ牧場 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 ４８８ ―１：２９．５� １９．３�
２４ キュートアイ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ４３４ ―１：２９．６クビ １７１．８�
５１０ トーホウソング 牝３芦 ５４ 的場 勇人東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 片山牧場 ４７０ ―１：３０．３４ ６７．３�
６１１ ノ カ ゼ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海小林 祥晃氏 郷原 洋行 新冠 競優牧場 ４４２ ―１：３１．５７ ３５．８�
５９ トキメキハルカ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４４８ ―１：３４．７大差 １９６．５�
３５ オービーレディー 牝３芦 ５４ 柴山 雄一�富士開発 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４５４ ― （競走中止） ７．５�

（１５頭）
７１３ オ フ 牝３鹿 ５４ 北村 友一森澤 芳彦氏 高市 圭二 平取 坂東牧場 ４３０ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １８，３２５，４００円 複勝： ２４，８９４，２００円 枠連： １９，８７８，８００円

普通馬連： ４５，８０１，２００円 馬単： ３２，６１４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９０４，９００円

３連複： ５６，８３１，２００円 ３連単： ８７，２２３，９００円 計： ３０４，４７３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，２００円 複 勝 � ９１０円 � １３０円 � ２２０円 枠 連（４－８） １，３００円

普通馬連 �� ６，１８０円 馬 単 �� ２０，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� ３，５８０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １２，５００円 ３ 連 単 ��� １９９，３００円

票 数

単勝票数 差引計 １８３２５４（返還計 １６０７） 的中 � ２００８（１１番人気）
複勝票数 差引計 ２４８９４２（返還計 ３６２８） 的中 � ４６０５（１０番人気）� ７８６８６（１番人気）� ２７２６２（４番人気）
枠連票数 差引計 １９８７８８（返還計 １４０） 的中 （４－８） １１３０４（５番人気）
普通馬連票数 差引計 ４５８０１２（返還計 １３７５３） 的中 �� ５４７８（２１番人気）
馬単票数 差引計 ３２６１４０（返還計 ９５７０） 的中 �� １１７１（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １８９０４９（返還計 ８０４７） 的中 �� ２２９７（２１番人気）�� １２２９（３５番人気）�� １０７５９（３番人気）
３連複票数 差引計 ５６８３１２（返還計 ３５０３０） 的中 ��� ３３５７（３７番人気）
３連単票数 差引計 ８７２２３９（返還計 ４９５１８） 的中 ��� ３２３（４３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．９―４８．６―１：０１．７―１：１３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア テ ィ ロ ン �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

２００８．３．２４生 牝３鹿 母 チヨノビンコ 母母 パルブライト １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔競走除外〕 オフ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 オービーレディー号は，決勝線手前でつまずき，転倒したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トキメキハルカ号は，平成２３年３月１３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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アトムウィナー号・クリノワンチャンス号・スマイリングムーン号・テイエムアイリス号・ベルモントディーバ号・

メリーチャン号・ヨシサリイ号・ランニングハイ号・レッドフィオーレ号・レンウン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第１回　東京競馬　第６日



０３０６３ ２月１３日 晴 稍重 （２３東京１）第６日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３６ ファストワーカー 牡３栃栗５６ 横山 典弘 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ５２６＋ ６１：３８．７ １．７�

６１１ ソウルオブエイチ 牡３鹿 ５６ F．ベリー 広尾レース� 森 秀行 大樹 大樹ファーム ４６８－ ６１：３９．８７ ２６．３�
（愛）

５９ トミケンベッセル 牡３鹿 ５６ M．デムーロ冨樫 賢二氏 和田 正道 平取 稲原牧場 ４６０＋ ８ 〃 ハナ １４．０�
（伊）

２４ キングダムキング 牡３鹿 ５６ 木幡 初広西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７０± ０１：４０．１２ ６．４�
６１２ トーホウベスト 牡３鹿 ５６ 武士沢友治東豊物産� 後藤 由之 新ひだか 静内フジカワ牧場 ５００＋ ２１：４０．３１� ３３４．９�
８１６ アウトヒット 牡３鹿 ５６ 村田 一誠島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ５０４± ０１：４０．６１� ３６８．７	
７１４ ラヴァリーデファー 牡３栗 ５６ 田中 勝春村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 ヒダカフアーム ４９４－ ８１：４０．８１� ３．８

５１０ ナンヨーオウトー 牡３栗 ５６ 北村 宏司中村 �也氏 柴田 政人 新ひだか 大典牧場 ５１２＋１０１：４０．９� ２７．８�
１１ ダ イ ゴ ロ ー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 ５０２－１２１：４１．０クビ ４１．６�
７１３ マリブビーチ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６６－１６１：４１．２１� ６１．８
３５ メジロゴゼン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺湖 メジロ牧場 ５２４－ ４１：４１．４１� ３６．６�
８１５ クレバージブラル 牡３栗 ５６ 山崎 誠士田� 正明氏 加藤 和宏 新ひだか パラダイス・ファーム ４８４－１８１：４１．６� １９６．２�

（川崎）

４８ エステーローズ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊齋藤 宏明氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 B４６６－ １１：４３．０９ ４４６．５�
１２ タケデンイエロー �３栗 ５６ 大庭 和弥武市 弘氏 石栗 龍彦 浦河 安藤牧場 ４５２－ ４１：４３．１クビ ６５２．４�
４７ マイネルフランク 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 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ５１０± ０１：４３．４１� １４２．５�

（仏）

２３ ノボスカイブルー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４８０－ ６１：４４．１４ ４８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，７２５，２００円 複勝： ４７，７２１，６００円 枠連： １８，２５２，８００円

普通馬連： ６４，４４４，２００円 馬単： ５０，４８６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６０６，３００円

３連複： ７８，５３７，９００円 ３連単： １４２，４９０，８００円 計： ４５７，２６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ４１０円 � ２７０円 枠 連（３－６） １，６７０円

普通馬連 �� １，９３０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ４１０円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� ４，３３０円 ３ 連 単 ��� １４，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２８７２５２ 的中 � １３３５０２（１番人気）
複勝票数 計 ４７７２１６ 的中 � ２０６９３３（１番人気）� １８８８４（５番人気）� ３２９７０（４番人気）
枠連票数 計 １８２５２８ 的中 （３－６） ８０８７（６番人気）
普通馬連票数 計 ６４４４４２ 的中 �� ２４７２１（７番人気）
馬単票数 計 ５０４８６６ 的中 �� １６８２６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６０６３ 的中 �� ７８８５（８番人気）�� １７４７７（３番人気）�� ４００２（１８番人気）
３連複票数 計 ７８５３７９ 的中 ��� １３４１３（１５番人気）
３連単票数 計１４２４９０８ 的中 ��� ７０３４（４４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１２．０―１２．７―１３．３―１２．８―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．０―３５．０―４７．７―１：０１．０―１：１３．８―１：２６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３７．７
３ ３，６（４，１０）（１１，１）（１３，１４）（１５，９）７（８，１２）－（２，１６）５ ４ ・（３，６）１０（４，１１）１（１３，１４）（１５，９）（７，８）１２－（２，１６）５

勝馬の
紹 介

ファストワーカー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Zafonic デビュー ２０１０．１２．１２ 中山２着

２００８．５．１４生 牡３栃栗 母 インターラプション 母母 Intermission ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔発走状況〕 コース点検を行ったため発走時刻２分遅延。

ダイゴロー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダイゴロー号は，平成２３年２月１４日から平成２３年３月６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〕 ノボスカイブルー号は，平成２３年３月１３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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 ケイアイカミカゼ号・コスモコナン号・コスモノーハーム号・シャンソン号・タニ号
※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。

０３０６４ ２月１３日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２３東京１）第６日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

８１４ ビーアウェイク 牡４黒鹿５９ 大庭 和弥�和田牧場 和田 正道 新ひだか 原 達也 ４８２－１０３：２２．３ ３．５�

７１２ スズヨジハード 牡４鹿 ５９ 穂苅 寿彦鈴木与四郎氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド ４８６± ０３：２３．９１０ ５．６�
３４ サーストンムーン 牡４鹿 ５９ 柴田 未崎齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４８２± ０３：２４．２１� ２３．４�
１１ ディアマイホース 牡５黒鹿６０ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ５０６－ ６３：２４．６２� １０．７�
２２ ティンバーウルフ 牡４栗 ５９ 横山 義行大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム ４２８－ ２３：２４．９２ ８．９�
７１１ ドラゴンハンター 牡４青鹿５９ 平沢 健治櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 ４９０＋ ４３：２５．４３ ６．６�
４５ � ハンドクラッピング 牡５栗 ６０ 鈴木 慶太加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 山田牧場 ４８０＋１８３：２５．５� １６８．７	
５７ � フレノカトリーヌ 牝７鹿 ５８ 山本 康志
ヤブウチ 小島 茂之 浦河 岡本牧場 ４５６＋２０３：２６．９９ ６．０�
５８ � モ ル エ ラ ン �６青鹿６０ 草野 太郎 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 ４７２＋１０ 〃 ハナ ８９．６�
４６ � テンシノウエルカム 牡４鹿 ５９

５７ ▲大江原 圭並河賢一郎氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 ４１６－ ６３：２７．０クビ １３９．４
６１０ トウショウヴォイス 牡９黒鹿６０ 浜野谷憲尚トウショウ産業
 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９６＋１０３：２７．４２� ６．１�
３３ ボストンプラチナ 牡４青鹿５９ 柴田 大知ボストンホース
 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４５０＋１２３：２９．４大差 ６５．４�
８１３ シンボリボルドー 牡４鹿 ５９ 金子 光希シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 B４６４＋ ２３：３０．９９ １０５．３�
６９ � リネンベイビー 牡５鹿 ６０ 蓑島 靖典戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４８４＋ ２３：３４．２大差 ９９．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，８１３，６００円 複勝： １９，８４６，０００円 枠連： １７，３５０，５００円

普通馬連： ４６，６７２，６００円 馬単： ３１，８７７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９８１，２００円

３連複： ６２，４５９，７００円 ３連単： ９４，５９２，４００円 計： ３０６，５９３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � ４３０円 枠 連（７－８） ５４０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １，２３０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ５，１１０円 ３ 連 単 ��� １９，５４０円

票 数

単勝票数 計 １５８１３６ 的中 � ３６５２１（１番人気）
複勝票数 計 １９８４６０ 的中 � ３８６８９（１番人気）� ３１１３６（２番人気）� ９３８６（８番人気）
枠連票数 計 １７３５０５ 的中 （７－８） ２３８０８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４６６７２６ 的中 �� ３６２０６（２番人気）
馬単票数 計 ３１８７７８ 的中 �� １３４８２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９８１２ 的中 �� １２２４５（１番人気）�� ３４２７（２１番人気）�� ３１２６（２４番人気）
３連複票数 計 ６２４５９７ 的中 ��� ９０２９（２６番人気）
３連単票数 計 ９４５９２４ 的中 ��� ３５７３（６０番人気）

上り １マイル １：４７．６ ４F ５３．０－３F ３９．８
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」
１
�
４＝１２＝１４－２＝６（１，５，７）１０－（３，１１，８）＝１３－９
４＝１２＝１４－２，７＝（５，１０）（１，８）－６，１１＝３＝９，１３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビーアウェイク �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ナイスダンサー デビュー ２００９．６．２７ 福島９着

２００７．３．２２生 牡４黒鹿 母 ナイスロッチ 母母 ネバーロツチ 障害：３戦１勝 賞金 １０，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４５分に変更。
〔騎手変更〕 ビーアウェイク号の騎手高野和馬は，第２回京都競馬第５日第８競走での落馬負傷のため大庭和弥に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ドットコム号・ミウラジェット号・ラド号



０３０６５ ２月１３日 晴 稍重 （２３東京１）第６日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５１０ マ マ キ ジ ャ 牝３芦 ５４ 戸崎 圭太北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４２２＋１０１：３６．２ １４．３�
（大井）

３５ バウンシーチューン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４２０－ ２１：３６．４１� ８．７�
２４ サクセスシルエット 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム ４１２± ０１：３６．６１� ６．３�
７１４ ラントゥザリード 牝３黒鹿５４ M．デムーロ �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４０８＋ ２ 〃 クビ ７．０�

（伊）

６１１ トーセンプリンセス 牝３栗 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４８０＋１４１：３６．８１� ２０．７	
３６ キャラクテール 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 追分ファーム ４４０－ ２１：３７．０１� ２．５

４８ エクセレントピーク 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 ４５４＋ ８１：３７．１クビ ６０．８�

（仏）

６１２ オペラフォンテン 牝３栗 ５４ 石橋 脩吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ４５２＋ ２１：３７．２� ３７．２�
２３ サニーヘイロー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４４８＋１０１：３７．４１� １４．９
１２ エレガンテココ 牝３青 ５４ 北村 友一岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 ４２６－ ２ 〃 クビ １３０．４�
１１ コスモシャオロン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 桜井牧場 ４６４－ ４１：３７．５� ７．８�
４７ クレバーホーク 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣田� 正明氏 石毛 善彦 浦河 中島 俊明 ４３８＋ ２１：３７．７１� ３６．９�
７１３ デ ラ モ ー レ 牝３鹿 ５４ 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５０＋１０１：３８．２３ ２８．３�
８１５ バ レ ン シ ア 牝３栃栗５４ 吉田 豊 �ロードホースクラブ 松山 将樹 新ひだか ケイアイファーム ４６６± ０１：３８．４１� ２７４．９�
５９ テンヤードスカート 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４０４ ―１：３８．８２� ２２４．８�
８１６ レディオブトゥデイ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４０６ ―１：３９．１１� ３２０．２�

（エリザベート）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，１８５，６００円 複勝： ４６，１０４，４００円 枠連： ２３，１２４，８００円

普通馬連： ７０，３６５，４００円 馬単： ４５，３４６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１５０，８００円

３連複： ９０，９９９，２００円 ３連単： １３５，６４０，７００円 計： ４６６，９１７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ３８０円 � ２７０円 � ２００円 枠 連（３－５） １，５８０円

普通馬連 �� ４，６００円 馬 単 �� １１，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５００円 �� １，３００円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ９，６２０円 ３ 連 単 ��� ８０，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２５１８５６ 的中 � １３９３０（６番人気）
複勝票数 計 ４６１０４４ 的中 � ２８４３３（６番人気）� ４４８３８（４番人気）� ７１２４８（２番人気）
枠連票数 計 ２３１２４８ 的中 （３－５） １０８１４（８番人気）
普通馬連票数 計 ７０３６５４ 的中 �� １１２９９（２０番人気）
馬単票数 計 ４５３４６４ 的中 �� ３０１７（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１５０８ 的中 �� ４８７１（１９番人気）�� ５６７７（１６番人気）�� ９４１２（９番人気）
３連複票数 計 ９０９９９２ 的中 ��� ６９８４（３２番人気）
３連単票数 計１３５６４０７ 的中 ��� １２３６（２６２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．６―３６．７―４９．２―１：０１．５―１：１３．１―１：２４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．７
３ １４（１１，３）（１２，１５）（４，１０）８（１，６）（５，１３）（２，１６）７－９ ４ ・（１４，３）１２，１５（１１，１０）（４，８）（６，１３）（１，５）－（２，１６）７－９

勝馬の
紹 介

マ マ キ ジ ャ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１０．１２．１９ 阪神７着

２００８．５．３生 牝３芦 母 サ ヤ カ 母母 Spectacular Sue ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 サニーヘイロー号は，枠内駐立不良〔突進〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 サニーヘイロー号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ダイヤモンドアスク号
（非抽選馬） ４頭 アイティクイーン号・イッツスパーブ号・ハンプトンコート号・ホマレエイカン号
※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。

０３０６６ ２月１３日 晴 稍重 （２３東京１）第６日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３６ コルポディヴェント 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１２－ ２１：３７．４ ６．９�

８１５ ヴァルディヴィア 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６－ ８１：３７．５� ４．１�

（伊）

４７ イーグルカザン 牡３鹿 ５６ F．ベリー 山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 ４８８＋ ２１：３７．８１� ４．３�
（愛）

５１０ コスモバロン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 不二牧場 B５２２＋ ２１：３８．４３� ４５．０�
２４ キッズニゴウハン 牡３栗 ５６ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４６６－ ６１：３８．５� ７．８�
１１ � ケイアイヘルメス 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 	啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 米 Morihiro

Kameda ５１２＋ ２ 〃 ハナ ４．８

３５ ジ ャ ン ナ 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８＋１０ 〃 ハナ １９０．８�

（仏）

５９ � サトノデートナ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 米
Barbara Nel-
son & Richard
Lugovich Jr.

４８０－ ２１：３８．７� １１．６�
７１３ エーブポセイドーン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 	レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか シンボリ牧場 ５００＋ ２１：３８．９１� １８．８
６１２ テンゲントッパ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５６－ ２１：３９．０� ５１．４�
２３ シャイニングカラー 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ４４６－１０１：３９．５３ ４９．７�

（大井）

６１１	 ダークフィラメント 牡３黒鹿５６ 横山 典弘吉田 和美氏 高柳 瑞樹 新ひだか 片岡 博 ４７４－ ２１：３９．６� ２５．０�
８１６	 サントメジャー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥近嶋 勇氏 和田 正道 日高 船越牧場 ４６４＋１０１：３９．８１
 ２０２．４�
７１４ ギンザアキレス 牡３青鹿５６ 武 豊有馬 博文氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５３６＋ ４ 〃 クビ ２９．４�
１２ � リックオンファイア 牡３芦 ５６ 山崎 誠士山邉 浩氏 岩本 洋 浦河 杵臼牧場 ４３８－ ５１：４０．１１� ４８６．５�

（川崎） （川崎）

４８ ド ナ リ サ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４５６－ ６１：４０．２� ７２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，８６５，３００円 複勝： ５４，２８５，９００円 枠連： ２１，０９１，７００円

普通馬連： ９３，５４３，９００円 馬単： ５２，８６２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，３６６，８００円

３連複： １０６，５９０，５００円 ３連単： １６５，０１４，７００円 計： ５６０，６２１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２８０円 � １７０円 � １６０円 枠 連（３－８） １，３７０円

普通馬連 �� １，６７０円 馬 単 �� ３，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ６５０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ２，８００円 ３ 連 単 ��� １９，１７０円

票 数

単勝票数 計 ３０８６５３ 的中 � ３５５４９（４番人気）
複勝票数 計 ５４２８５９ 的中 � ４１０８７（５番人気）� ９４５６７（２番人気）� １０２７６５（１番人気）
枠連票数 計 ２１０９１７ 的中 （３－８） １１３７２（４番人気）
普通馬連票数 計 ９３５４３９ 的中 �� ４１３６４（６番人気）
馬単票数 計 ５２８６２２ 的中 �� １０７９２（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６３６６８ 的中 �� １２８４５（６番人気）�� １３５５６（５番人気）�� ２４２８７（２番人気）
３連複票数 計１０６５９０５ 的中 ��� ２８１２５（５番人気）
３連単票数 計１６５０１４７ 的中 ��� ６３５４（４１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１２．５―１２．８―１２．５―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３４．９―４７．４―１：００．２―１：１２．７―１：２４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コルポディヴェント �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１１．１．２３ 中山１着

２００８．４．６生 牡３栗 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング ２戦２勝 賞金 １３，５００，０００円
〔発走状況〕 イーグルカザン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 イーグルカザン号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コスモリゾルヴ号
※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。



０３０６７ ２月１３日 晴 稍重 （２３東京１）第６日 第７競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

５１０ ドンビザッツウェイ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B５０２－ ２１：２５．３ ５．９�

７１４ ニシノフェミニン 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４５６＋ ６１：２６．１５ ２１．４�
６１２ シャインエフォート 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成皆川 博文氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４９０＋ ４ 〃 クビ ４．１�
８１６ コスモイルダーナ 牡４青鹿５７ F．ベリー 岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 B４８６＋ ４１：２６．２クビ １２．４�

（愛）

４８ ツクバキング �４黒鹿５７ 柴田 善臣荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ２．９�
４７ � ホッコービックワン 牡５栗 ５７ 江田 照男矢部 幸一氏 河野 通文 新ひだか 渡辺 光典 ４４６－１６１：２６．３� １３０．２�
２４ � ディレクシオン 牡４黒鹿５７ 北村 宏司�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム ４７２－ ６１：２６．４� ２８．４	
５９ � キングサーベル 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新ひだか 設楽牧場 ４５０－ ７１：２７．３５ １４６．７

７１３ ア ヌ エ ヌ エ 牝４青鹿５５ 横山 典弘松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４８８＋ ６１：２７．４� １６．４�
８１５ サトノロマネ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 B４９０＋ ２１：２７．６１ ６．７�
１２ � ク ス コ 牝４栗 ５５ 木幡 初広�小林牧場 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４４８－ １１：２７．９２ ２８６．３
３５ バンダムミュートス �５鹿 ５７ 松岡 正海山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４９４－ ２ 〃 アタマ ８９．６�
１１ キルシュバウム 牝４栗 ５５ 戸崎 圭太ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４６２＋２４１：２８．１１	 ３２．５�

（大井）

３６ � マストコントロール 牡６鹿 ５７ 津村 明秀�信岡牧場 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ５００＋ ７１：２８．３１	 ２９２．５�
６１１ マイネルスピリドン 牡４栗 ５７ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 勢司 和浩 浦河 �桁牧場 ４７４＋ ８１：２９．２５ ３０９．５�
２３ ナカヤママニッシュ 牝４鹿 ５５

５２ ▲平野 優和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８０－１０１：２９．９４ １８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６４４，８００円 複勝： ４５，９９５，６００円 枠連： ２５，９９６，４００円

普通馬連： ９０，２２７，７００円 馬単： ５４，２１７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，２２２，７００円

３連複： １０３，８２９，２００円 ３連単： １７７，１８３，５００円 計： ５５７，３１７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２５０円 � ４７０円 � １８０円 枠 連（５－７） ２，８１０円

普通馬連 �� ６，７９０円 馬 単 �� １１，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９９０円 �� ６３０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ６，９００円 ３ 連 単 ��� ６０，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２５６４４８ 的中 � ３４５８７（３番人気）
複勝票数 計 ４５９９５６ 的中 � ４９８１５（３番人気）� ２１５０９（８番人気）� ８１８７１（２番人気）
枠連票数 計 ２５９９６４ 的中 （５－７） ６８３５（１２番人気）
普通馬連票数 計 ９０２２７７ 的中 �� ９８１２（２６番人気）
馬単票数 計 ５４２１７７ 的中 �� ３６３２（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４２２２７ 的中 �� ４０９２（２４番人気）�� １４１０３（５番人気）�� ６２８３（１５番人気）
３連複票数 計１０３８２９２ 的中 ��� １１１１８（２２番人気）
３連単票数 計１７７１８３５ 的中 ��� ２１７２（２００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．９―３５．６―４７．９―１：００．２―１：１２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドンビザッツウェイ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００９．８．８ 札幌４着

２００７．４．１８生 牡４鹿 母 ローレンシア 母母 シユンミサキ １９戦２勝 賞金 ２６，６１０，０００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。

０３０６８ ２月１３日 晴 良 （２３東京１）第６日 第８競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５９ ゴールドスパークル 牡５栗 ５７ A．クラストゥス �社台レースホース手塚 貴久 新ひだか 静内白井牧場 ４５２－ ４２：２８．８ ３．０�
（仏）

７１２ パリエノミチ 牡４栗 ５６ F．ベリー 嶋田 賢氏 本郷 一彦 新冠 村上牧場 ４９４＋ ２２：２８．９� １０．８�
（愛）

２３ ハシルヨミテテ 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム ５３０－ ２ 〃 ハナ ３．５�

２２ エバーシャイニング 牝４黒鹿５４ M．デムーロ宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６ 〃 ハナ ４．０�
（伊）

４６ ジェイケイラン 牝５黒鹿５５ 北村 宏司小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４８８＋ ２２：２９．０� １７．８�
５８ オペラオーカン 牡４黒鹿５６ 三浦 皇成吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４７８－１２ 〃 アタマ ３１．０�
８１５ レディパレード 牝４鹿 ５４ 戸崎 圭太 	ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム B４９０＋ ２２：２９．３１� ４２．１


（大井）

３５ 	 ドリームスナイパー 牡５鹿 ５７ 木幡 初広大久保和夫氏 水野 貴広 三石 飯岡牧場 ４６８± ０ 〃 アタマ １９７．８�
８１４ アクアブルースカイ 牡５鹿 ５７ 石橋 脩佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４７８－ ４ 〃 クビ １８．７�
４７ ラガーアンバー 牡４黒鹿５６ 江田 照男古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４７４＋ ２ 〃 ハナ ５３．６
６１１ ヒビケジンダイコ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝ベニバナ組合 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４８４＋１０２：３０．０４ １６．９�
３４ 	 アタゴペガサス 牡５栗 ５７ 山崎 誠士坪野谷和平氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド ５００＋ ２２：３０．３１� ３３５．６�

（川崎）

７１３	 トーセンキャロル 牡４栗 ５６
５３ ▲平野 優島川 �哉氏 伊藤 大士 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３４± ０２：３０．５１ ３７５．７�
６１０ メジロワーロック 牡５栗 ５７ 武 豊�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ５１２－ ６ 〃 クビ ２９．３�
１１ 
	 ゴールドキャメロン 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一 	ゴールドレーシング 加藤 和宏 豪 Gooree Park
Stud Pty Ltd ４５２± ０２：３３．３大差 １３３．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，１２６，１００円 複勝： ４０，９３２，２００円 枠連： ３１，６３０，３００円

普通馬連： ９３，６４５，３００円 馬単： ５８，６２０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，０１０，６００円

３連複： １０８，３４０，５００円 ３連単： １９１，０５９，５００円 計： ５８３，３６４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � ２５０円 � １５０円 枠 連（５－７） １，６８０円

普通馬連 �� １，７８０円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ２２０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 ��� １１，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２５１２６１ 的中 � ６７２５５（１番人気）
複勝票数 計 ４０９３２２ 的中 � １０４５９１（１番人気）� ３１９６３（４番人気）� ７７６５５（２番人気）
枠連票数 計 ３１６３０３ 的中 （５－７） １３９３５（８番人気）
普通馬連票数 計 ９３６４５３ 的中 �� ３８９０９（４番人気）
馬単票数 計 ５８６２０４ 的中 �� １５５０９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４０１０６ 的中 �� １３５６１（４番人気）�� ４５６２３（１番人気）�� １０２７３（６番人気）
３連複票数 計１０８３４０５ 的中 ��� ４４７４６（２番人気）
３連単票数 計１９１０５９５ 的中 ��� １２７９２（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２４．１―３６．７―４９．６―１：０２．６―１：１５．８―１：２８．６―１：４１．１―１：５３．７―２：０５．０―２：１６．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゴールドスパークル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 プルラリズム デビュー ２００８．８．１７ 新潟１着

２００６．４．１１生 牡５栗 母 ミノリスパークル 母母 パンパードヒメ ２２戦２勝 賞金 ４６，４８８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔発走状況〕 ゴールドキャメロン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔調教再審査〕 ゴールドキャメロン号は，発走調教再審査。
※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。



０３０６９ ２月１３日 晴 稍重 （２３東京１）第６日 第９競走 ��
��１，６００�

お お し ま

大 島 特 別
発走１４時３５分 （ダート・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１１ エ ア ウ ル フ 牡４栗 ５７ M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B４６８－ ４１：３７．３ ２．４�
（伊）

５９ ブラストヘッド �５鹿 ５７ 後藤 浩輝前田 幸治氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム B４９２－２０１：３７．６２ １８．９�
５１０ トップオブパンチ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ５０２－ ４１：３７．７クビ １５．２�
１２ ジェネラルノブレス 牡５栗 ５７ 石橋 脩諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４９８－ ４１：３７．９１� ７．１�
４８ マイネルオベリスク 牡４鹿 ５７ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 ４９２－ ２１：３８．０	 １０．２�

（仏）

４７ メイショウツチヤマ 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８８＋ ６１：３８．４２	 ３．０�
７１３ シャドウストライプ 牡７栗 ５７ 田中 勝春飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３８－ ４ 〃 アタマ ４２．５	
７１４ ドリームリバイバル 牡６栗 ５７ 中谷 雄太セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 オリエント牧場 ４８０＋ ２ 〃 ハナ ２１７．６

２３ クリスマスキング 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B４７０－ ２ 〃 クビ ３０．５�
３６ 
 モエレエンデバー 牡４黒鹿５７ F．ベリー 中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４８６± ０１：３８．６１� ３６．７�

（愛）

３５ テンザンモビール 牡８黒鹿５７ 戸崎 圭太平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４９２± ０１：３８．７� １９１．６
（大井）

１１ マッドマックス 牡５鹿 ５７ 的場 勇人有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ５１８－ ２１：３９．７６ ６２．５�
６１２ ニシノキュアノス 牝４青鹿５５ 三浦 皇成西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ４９８＋ ４１：３９．８� ７５．８�
２４ リージェントゲスト 牡１０鹿 ５７ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 中島 敏文 新冠 勝川牧場 ５３４＋１６１：３９．９クビ ３９７．４�
８１５ ホワイトショウフク 牡６芦 ５７ 横山 典弘山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４６６＋１４１：４０．４３ ７５．７�
８１６ クリノサンデーママ 牝５栗 ５５ 江田 照男栗本 博晴氏 星野 忍 浦河 本巣 敦 ４４２± ０１：４２．５大差 ４６４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，４１７，１００円 複勝： ５９，０６１，３００円 枠連： ３４，４０６，５００円

普通馬連： １４８，０７５，４００円 馬単： ８８，２９５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，９９５，４００円

３連複： １６８，４１９，４００円 ３連単： ３２８，８３５，１００円 計： ９１１，５０５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ５６０円 � ３９０円 枠 連（５－６） １，２４０円

普通馬連 �� ２，４４０円 馬 単 �� ３，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� ７２０円 �� ３，３７０円

３ 連 複 ��� ９，９６０円 ３ 連 単 ��� ３８，８００円

票 数

単勝票数 計 ３７４１７１ 的中 � １２７２７４（１番人気）
複勝票数 計 ５９０６１３ 的中 � １６４３３９（１番人気）� ２１０７３（７番人気）� ３２９８０（５番人気）
枠連票数 計 ３４４０６５ 的中 （５－６） ２０５８５（５番人気）
普通馬連票数 計１４８０７５４ 的中 �� ４４８３６（７番人気）
馬単票数 計 ８８２９５５ 的中 �� ２１１３９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６９９５４ 的中 �� １０９９７（９番人気）�� １６７５６（６番人気）�� ３２８４（３２番人気）
３連複票数 計１６８４１９４ 的中 ��� １２４９０（３１番人気）
３連単票数 計３２８８３５１ 的中 ��� ６２５５（１０７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．５―３５．７―４８．５―１：０１．２―１：１３．５―１：２５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ア ウ ル フ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１１．８ 東京１着

２００７．４．２３生 牡４栗 母 エアシャキーラ 母母 サトルチェンジ １２戦３勝 賞金 ６２，６２４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノサンデーママ号は，平成２３年３月１３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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オウケンマジック号・クレバークリス号・ローンウルフ号
（非抽選馬） ５頭 オースミレジスタ号・ディアビリーヴ号・パールシャドウ号・リバイバルシチー号・ワールドブルー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０３０７０ ２月１３日 晴 良 （２３東京１）第６日 第１０競走 ��
��１，４００�

ひ ば り

雲雀ステークス
発走１５時１０分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．２．１３以降２３．２．６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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

１２ ナシュワンヒーロー 牡４栗 ５６ 北村 友一間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 ４４２－ ２１：２２．５ ５．９�

５９ ストロングリターン 牡５鹿 ５７．５ F．ベリー 吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５２２＋１２ 〃 ハナ ４．９�
（愛）

６１２ ダノンブライアン �７鹿 ５５ 石橋 脩�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１０± ０１：２２．６� ７５．９�
５１０� ブルーデインヒル 牡６鹿 ５５ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House

Stud Ltd. ４７６－ ４ 〃 アタマ ５１．０�
１１ レオパステル 牝４鹿 ５３ 村田 一誠田中 博之氏 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 ４３０＋１４ 〃 ハナ ３４．９�
４８ � セイウンジャガーズ 牡４黒鹿５６ 後藤 浩輝西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４７２＋ ４１：２２．８１	 ４．０�
３５ スティルゴールド 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４８６＋ ８１：２２．９
 ４．５	
３６ ダイワナイト 牡４栗 ５５ 的場 勇人大城 敬三氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム ５１８＋１０１：２３．０クビ １１５．２

８１５ デリキットピース 牝５黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４０＋ ６ 〃 クビ ８．９�
７１３ クリールバレット 牡７鹿 ５３ 津村 明秀横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４７８± ０１：２３．２１� １１１．９
６１１ ダイメイザバリヤル 牝７鹿 ５４ 木幡 初広宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４０± ０１：２３．３
 ２９．８�
７１４ キタノリューオー 牡７栗 ５７ 北村 宏司�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５７６＋１０１：２３．４クビ ８．２�
２３ プリマフォルツァ 牝６栗 ５１ 吉田 豊 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４４２± ０１：２３．６１� １９３．４�
２４ ミオリチャン 牝４芦 ５２ 三浦 皇成瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４１０＋ ６ 〃 クビ ３１．５�
８１６ ショウナンタキオン 牡８栗 ５５ 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 鎌田 正嗣 ５０６＋ ４１：２４．０２� ４１．５�
４７ パッションローズ 牝６栗 ５１ 中谷 雄太�下河辺牧場 岡田 稲男 門別 下河辺牧場 ５２４± ０１：２４．３１
 ２６４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，０２１，９００円 複勝： ６５，９３９，７００円 枠連： ３６，４０４，７００円

普通馬連： １８７，３３６，４００円 馬単： ９６，８３０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，０４８，０００円

３連複： ２０６，７４０，４００円 ３連単： ３８７，７５０，７００円 計： １，０７３，０７２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２５０円 � ２４０円 � １，９５０円 枠 連（１－５） １，６５０円

普通馬連 �� １，７１０円 馬 単 �� ３，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� ８，５００円 �� １１，２３０円

３ 連 複 ��� ５６，０００円 ３ 連 単 ��� ２２１，１５０円

票 数

単勝票数 計 ３７０２１９ 的中 � ４９５５７（４番人気）
複勝票数 計 ６５９３９７ 的中 � ７６８４６（４番人気）� ８１７０５（３番人気）� ７０８６（１３番人気）
枠連票数 計 ３６４０４７ 的中 （１－５） １６３１２（８番人気）
普通馬連票数 計１８７３３６４ 的中 �� ８１２８９（８番人気）
馬単票数 計 ９６８３０５ 的中 �� １８７２０（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５０４８０ 的中 �� １８１２７（９番人気）�� １５４８（５８番人気）�� １１６８（６８番人気）
３連複票数 計２０６７４０４ 的中 ��� ２７２５（１２６番人気）
３連単票数 計３８７７５０７ 的中 ��� １２９４（５３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．５―３６．６―４８．７―５９．８―１：１０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３３．８
３ ２，６（５，１２）（７，１０）（１，４，１１）（１３，１６）（３，１４，１５）９，８ ４ ２（６，１２）（５，７，１０）（１，４，１１）１６（３，１３）（９，１５）（１４，８）

勝馬の
紹 介

ナシュワンヒーロー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００９．１１．２９ 京都２着

２００７．３．３１生 牡４栗 母 レガシークラウド 母母 レガシーウェーブ ９戦４勝 賞金 ５７，８２５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アイアムマリリン号・ゲットフルマークス号・サトノエクスプレス号・テイラーバートン号・プレンティフェスタ号・

モンテフジサン号・レインスティック号・レジェトウショウ号・ロードバロック号
※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。



０３０７１ ２月１３日 晴 良 （２３東京１）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第４５回共 同 通 信 杯（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （トキノミノル記念） （芝・左）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金２，０００万
円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

共同通信社賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２２ ナカヤマナイト 牡３栗 ５６ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４６６＋ ６１：４８．５ ４．９�

５６ ユニバーサルバンク 牡３黒鹿５６ F．ベリー �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６４－ ８ 〃 クビ １２．９�
（愛）

８１３ ディープサウンド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：４８．７１� ９．４�
８１２ ベルシャザール 牡３青鹿５６ M．デムーロ �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ５４０＋ ４１：４８．８	 ３．７�

（伊）

４４ 
 ダブルオーセブン 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太�ライオンズ 川島 正行 日高 新生ファーム ４８２－ ９ 〃 ハナ ９５．２�
（船橋） （大井）

４５ サ ト ノ オ ー 牡３芦 ５６ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５４± ０ 〃 ハナ ６．２�
６８ ニジブルーム 牡３芦 ５６ 北村 友一横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８０－ ８１：４９．１１� １０１．６	
１１ オンリーザブレイヴ 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 山本 剛史氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２ 〃 ハナ ７７．０


（仏）

７１１ ダノンバラード 牡３黒鹿５７ 武 豊�ダノックス 池江 泰郎 新ひだか ケイアイファーム ４６０± ０１：４９．２クビ ２．９�
５７ ミヤビファルネーゼ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４７０－ ４１：４９．４１	 １４６．８
６９ ビッグロマンス 牡３黒鹿５７ 田中 勝春西村 專次氏 河野 通文 新冠 ヒカル牧場 ４９２＋ ７１：４９．６１� ６１．９�
３３ タツミリュウ 牡３栗 ５６ 江田 照男�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ４７８＋ ８１：４９．７� ７５．９�
７１０ ロビンフット 牡３青鹿５７ 後藤 浩輝桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４９４＋ ２１：５０．０１� ４１．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７３，２５７，２００円 複勝： ２２１，７８２，１００円 枠連： １１９，４１４，２００円

普通馬連： ７２０，７３２，８００円 馬単： ４１５，７４１，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９２，３４９，４００円

３連複： ８４３，６６５，２００円 ３連単： ２，０３２，２３４，１００円 計： ４，７１９，１７６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １７０円 � ３００円 � ３１０円 枠 連（２－５） ２，１７０円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ３，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ６８０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ５，６９０円 ３ 連 単 ��� ３０，９７０円

票 数

単勝票数 計１７３２５７２ 的中 � ２８２４４０（３番人気）
複勝票数 計２２１７８２１ 的中 � ４２１２２２（２番人気）� １７６５６１（５番人気）� １７１３１２（６番人気）
枠連票数 計１１９４１４２ 的中 （２－５） ４０７６１（１０番人気）
普通馬連票数 計７２０７３２８ 的中 �� ２５５０１６（１２番人気）
馬単票数 計４１５７４１６ 的中 �� ８３５６２（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９２３４９４ 的中 �� ６６９５８（１２番人気）�� ７２４２９（７番人気）�� ２７８１１（１７番人気）
３連複票数 計８４３６６５２ 的中 ��� １０９５１９（１８番人気）
３連単票数 計２０３２２３４１ 的中 ��� ４８４３１（１０２番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．５―１２．２―１２．４―１２．４―１２．５―１１．３―１１．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．６―３６．８―４９．２―１：０１．６―１：１４．１―１：２５．４―１：３６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．４

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

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

勝馬の
紹 介

ナカヤマナイト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２０１０．８．８ 新潟３着

２００８．３．２４生 牡３栗 母 フィジーガール 母母 ツ バ キ ヒ メ ７戦３勝 賞金 ６９，１６３，０００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。

０３０７２ ２月１３日 晴 良 （２３東京１）第６日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （芝・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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

１１ サザンスターディ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５２６－ ４１：２１．９ ７．５�

８１４ シャドークロス 牡６栗 ５７ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４９８－ ４１：２２．１１� ２７．２�
７１３ キングレオポルド 牡４鹿 ５７ F．ベリー 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ４ 〃 クビ ２．２�

（愛）

４６ オルトリンデ 牝５栗 ５５ 北村 宏司 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：２２．２� ６．４�
３４ メイショウマリア 牝６青 ５５ A．クラストゥス 松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５１０± ０１：２２．３	 ２３．４�

（仏）

３５ カレンナサクラ 牝７栗 ５５ 大庭 和弥北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４７２－ ２１：２２．４	 １０４．８	
４７ ケイアイプログレス 牡４栃栗５７ 田中 勝春 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 新冠 隆栄牧場 ５２０± ０ 〃 ハナ ２２７．３

５８ コウヨウサンデー 牡５鹿 ５７ 横山 典弘寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ １７．３�
６１０ ビ ン チ ェ ロ 牡７黒鹿５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７８－ ８１：２２．５クビ ２６．４�
２２ ハーティンハート 牡４栗 ５７ 武 豊臼田 浩義氏 上原 博之 日高 日高大洋牧場 ５３０± ０ 〃 クビ ５．６
８１５ コアレスカポーテ 牡６鹿 ５７ 石橋 脩小林 昌志氏 池上 昌弘 静内 静内酒井牧場 ４７６－ ２１：２２．６クビ ７３．０�
２３ カ ピ タ ー ノ 牡７黒鹿５７ 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４８８＋ ２１：２２．９２ １０．３�
５９ ジョウノオアシス 牝７鹿 ５５

５２ ▲平野 優小川 義勝氏 武藤 善則 門別 三城牧場 ４７８＋ ６１：２３．４３ ３６７．６�
６１１ ランブルジャンヌ 牝６鹿 ５５ 北村 友一�ターフ・スポート的場 均 浦河 谷川牧場 ４８８－ ４１：２３．７１� ３３３．４�
７１２ ブルームーンピサ 牝４芦 ５５ M．デムーロ市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム ４７０± ０１：２４．１２	 ５６．１�

（伊）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６９，５４８，２００円 複勝： ９８，７１９，４００円 枠連： ５５，７３１，１００円

普通馬連： ２３１，９５１，９００円 馬単： １４５，９９１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ８２，６２１，４００円

３連複： ２７９，５４０，３００円 ３連単： ５９０，１２６，３００円 計： １，５５４，２３０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２２０円 � ４３０円 � １４０円 枠 連（１－８） ５，４１０円

普通馬連 �� ７，３００円 馬 単 �� １２，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９７０円 �� ４７０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ５，４７０円 ３ 連 単 ��� ５６，５１０円

票 数

単勝票数 計 ６９５４８２ 的中 � ７４０３９（４番人気）
複勝票数 計 ９８７１９４ 的中 � １１２９１６（４番人気）� ４５４３２（８番人気）� ２４８２４５（１番人気）
枠連票数 計 ５５７３１１ 的中 （１－８） ７６１４（２０番人気）
普通馬連票数 計２３１９５１９ 的中 �� ２３４７４（２５番人気）
馬単票数 計１４５９９１６ 的中 �� ８８１５（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８２６２１４ 的中 �� ９６９６（２６番人気）�� ４６８１２（３番人気）�� ２２９４２（１０番人気）
３連複票数 計２７９５４０３ 的中 ��� ３７７２５（２１番人気）
３連単票数 計５９０１２６３ 的中 ��� ７７０８（１７５番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．６―１２．０―１１．２―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．６―３５．２―４７．２―５８．４―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サザンスターディ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スターオブコジーン デビュー ２００８．９．１３ 中山３着

２００６．３．５生 牡５鹿 母 サウスライズ 母母 ノースハッピー ２３戦４勝 賞金 ６７，３３３，０００円
〔制裁〕 ジョウノオアシス号の騎手平野優は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（４番・３番への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２３東京１）第６日 ２月１３日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８４頭 本 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

２５２，５７０，０００円
９，８２０，０００円
１，７３０，０００円
２３，８５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，８５０，０００円
５，６７９，８００円
１，８２１，６００円

勝馬投票券売得金
５０６，９３３，６００円
７６５，３３３，９００円
４２２，４９７，３００円
１，８５８，３６８，０００円
１，１１５，６８５，９００円
６０３，９１０，５００円
２，１９４，９８８，２００円
４，４６０，１７７，２００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １１，９２７，８９４，６００円

総入場人員 ４１，３３０名 （有料入場人員 ３９，８４２名）


