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０３０２５ ２月４日 晴 良 （２４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

２４ ゴールドゲッター 牡３鹿 ５６ 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ５０４－ ４１：２８．０ ３４４．０�

１１ オメガスパーキング 牡３鹿 ５６ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７２ ― 〃 ハナ ５．５�
７１４ デルマエビス 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４４８－１０１：２８．２１� １３．３�
３６ ディアフリーダム 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝ディアレスト 高橋 裕 日高 森永 直幸 ４９０± ０１：２８．３� １３．９�
４８ フ ィ ア レ ス 牝３栗 ５４ 石橋 脩岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４４２± ０１：２８．６１� ７．７�
３５ エスペラール 牡３芦 ５６ 吉田 豊古賀 和夫氏 和田正一郎 浦河 大柳ファーム ４７２－ ２１：２８．８１	 ３３．２�
６１２ テイエムコウノトリ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド ４６６＋ ８１：２８．９クビ ９．２�
４７ 
 アスターコリント 牡３黒鹿５６ 北村 宏司加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III ５１０＋ ２１：２９．１１ ６．１	
１２ コウギョウグリン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４４８＋ ４ 〃 クビ ２０．７

５９ ナムラプラトーン 牡３栗 ５６ 内田 博幸奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４６２－ ６１：２９．５２	 ２６．３�
２３ ヒ ト メ ボ レ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太岩� 正志氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４８２＋ ６１：２９．８１� ８８．０�
７１３ サイトカイン 牡３栗 ５６ 小林 淳一加藤 徹氏 成島 英春 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６４＋ ８１：３０．１１� ３２２．２
６１１
 ホライゾンブルー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信前田 幸治氏 田中 剛 米 William

Peeples ４６４＋ ２１：３０．８４ ４２．９�
８１５ エクスラヴィータ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥前原 敏行氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４６４＋１４１：３１．１２ ３５２．２�
８１６ ナムラリーベン 牝３鹿 ５４ 田中 博康奈村 信重氏 大和田 成 日高 いとう牧場 ４１８＋ ８１：３１．９５ ３２１．５�
５１０ ドラゴンプライド 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８４＋１０ （競走中止） ２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６０２，８００円 複勝： ３８，３９１，３００円 枠連： １７，０１４，６００円

馬連： ５６，６４１，６００円 馬単： ３５，２９１，５００円 ワイド： ２４，７９４，７００円

３連複： ６９，３００，５００円 ３連単： １０５，３２１，３００円 計： ３６７，３５８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４，４００円 複 勝 � ４，０１０円 � ３００円 � ４２０円 枠 連（１－２） １０，２７０円

馬 連 �� ６２，０３０円 馬 単 �� １０３，７７０円

ワ イ ド �� １７，７４０円 �� ２５，５２０円 �� １，９２０円

３ 連 複 ��� ３９３，４２０円 ３ 連 単 ��� ３，３７９，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２０６０２８ 的中 � ４７２（１５番人気）
複勝票数 計 ３８３９１３ 的中 � ２１５４（１３番人気）� ３８８７７（４番人気）� ２４７７１（７番人気）
枠連票数 計 １７０１４６ 的中 （１－２） １２２３（２１番人気）
馬連票数 計 ５６６４１６ 的中 �� ６７４（６９番人気）
馬単票数 計 ３５２９１５ 的中 �� ２５１（１３１番人気）
ワイド票数 計 ２４７９４７ 的中 �� ３４０（７１番人気）�� ２３６（７９番人気）�� ３２６８（２７番人気）
３連複票数 計 ６９３００５ 的中 ��� １３０（２９１番人気）
３連単票数 計１０５３２１３ 的中 ��� ２３（１９８１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．０―２４．４―３７．２―５０．５―１：０２．９―１：１５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドゲッター �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 キングヘイロー デビュー ２０１１．８．１３ 札幌８着

２００９．４．１０生 牡３鹿 母 ロンドリーナ 母母 ペロキサイド ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 ドラゴンプライド号は，発走直後につまずき，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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 イカルストミー号・コウズシャイン号・スギノアンフィニー号
（非抽選馬） １頭 ギンザノクリチャン号

０３０２６ ２月４日 晴 良 （２４東京１）第３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

２４ ユーロビート 牡３鹿 ５６ 森 泰斗吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞爺湖 メジロ牧場 ５３４－ ４２：１９．０ ５．４�
（船橋）

６１１ カムイビスティー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝備前島敏子氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４５０－１２２：１９．２１� １７．２�
１２ ハヤブサフィーバー 牡３栗 ５６ 北村 宏司武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４８４－ ２ 〃 クビ ８．７�
１１ ミヤビエスペランサ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 ４８８－ ４２：１９．３� ２．０�
３５ ベルモントピース 牝３鹿 ５４ 石神 深一 �ベルモントファーム 和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム ４７６± ０２：１９．６２ １８．０�
２３ ドリームインプレス 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣セゾンレースホース� 白井 寿昭 日高 前川ファーム ４３６－１０２：１９．７� １０．７	
４８ ビックタイム 牝３栗 ５４ 津村 明秀永田 清男氏 谷原 義明 新ひだか 白井 吉美 B４１２－１４２：２０．０１� １４７．７

７１３ トミケンオウカン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 猿橋 義昭 ４９０＋１０２：２０．１クビ １２８．３�
７１４ シャイニーパルス 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥小林 昌志氏 田中 清隆 平取 雅 牧場 ５１６－１０ 〃 アタマ ６９．４�
３６ タイガーゲート 牡３鹿 ５６ 丸山 元気栗坂 崇氏 根本 康広 新ひだか キヨタケ牧場 ５１８－ ４２：２０．６３ １４．１
５９ ブルーナボーニャ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ５０４－ ２２：２０．７クビ ２８．９�
４７ マリーアルーア 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン
牧場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ２２．８�

８１６ カシマシンセイ 牡３鹿 ５６ 横山 義行松浦 一久氏 松山 康久 浦河 大西ファーム ４８８－ ８２：２１．３３� ８１．８�
６１２ ビ ル ア ー ツ 牡３栗 ５６ 田中 勝春井上 一郎氏 大江原 哲 安平 吉田牧場 ４５８＋１０２：２１．５１� ２４．８�
８１５ モリトスピア 牡３青鹿５６ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 谷口牧場 B５２６＋ ８２：２２．６７ ２６０．６�
５１０ サムライソード 牡３栗 ５６ 柴山 雄一山上 和良氏 新開 幸一 新冠 北星村田牧場 ４７６＋ ２２：２３．２３� １３１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５２４，７００円 複勝： ２６，９９０，１００円 枠連： １６，５０８，９００円

馬連： ４３，９５３，９００円 馬単： ３１，０７０，５００円 ワイド： １９，７４９，５００円

３連複： ５６，５４８，３００円 ３連単： ９０，４７９，２００円 計： ３０２，８２５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２００円 � ４５０円 � ２８０円 枠 連（２－６） １，９７０円

馬 連 �� ６，２４０円 馬 単 �� １１，３６０円

ワ イ ド �� １，７８０円 �� ９１０円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� １１，９１０円 ３ 連 単 ��� ７２，０４０円

票 数

単勝票数 計 １７５２４７ 的中 � ２５９３７（２番人気）
複勝票数 計 ２６９９０１ 的中 � ４１７２８（２番人気）� １３７６１（７番人気）� ２５７２７（３番人気）
枠連票数 計 １６５０８９ 的中 （２－６） ６１９７（８番人気）
馬連票数 計 ４３９５３９ 的中 �� ５２０６（１９番人気）
馬単票数 計 ３１０７０５ 的中 �� ２０１９（３３番人気）
ワイド票数 計 １９７４９５ 的中 �� ２６８９（１８番人気）�� ５５３２（８番人気）�� ３３６３（１５番人気）
３連複票数 計 ５６５４８３ 的中 ��� ３５０６（３９番人気）
３連単票数 計 ９０４７９２ 的中 ��� ９２７（２０１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．６―１３．４―１３．９―１３．９―１３．９―１３．６―１３．４―１３．０―１２．５―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．７―３２．１―４６．０―５９．９―１：１３．８―１：２７．４―１：４０．８―１：５３．８―２：０６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．２
１
３

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

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

ユーロビート �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１２．１．１５ 中山６着

２００９．３．１１生 牡３鹿 母 メジロブルネット 母母 メジロアムール ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ユーロビート号の騎手森泰斗は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１６番への進路影響）

ハヤブサフィーバー号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※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 サムシングエルス号・トーセンガリレオ号
（非抽選馬） １頭 キーエキスパート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回 東京競馬 第３日



０３０２７ ２月４日 晴 良 （２４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）

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

４７ ゴールデンクラウン 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ４１：４１．８ ２．０�

２３ アサクサニッポン 牡３青 ５６ 森 泰斗田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６８＋ ８１：４２．０１ ４１．０�
（船橋）

６１２ プライドサクセス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 山田 昇史 ５００± ０１：４２．２１� ２５３．８�
７１３ コスモガラサ 牡３黒鹿５６ 伊藤 直人 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 日高 加藤牧場 B４４２＋ ２１：４２．３� ７４．５�
６１１ コパノウィリアム 牡３鹿 ５６ 田中 勝春小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 ４６８＋ ４ 〃 ハナ ３．９�
５９ バトルクローザップ 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 川端牧場 B４４０＋ ２１：４２．４� ３４９．５�
７１４ フラッシュパッカー 牡３栗 ５６ 内田 博幸魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４７６－ ２１：４２．７２ １０．６	
８１６ セイウンブラボー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 ４９２＋ ２ 〃 クビ １６．０

５１０ コスモミレネール 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４２４± ０ 〃 ハナ １０．９�
３５ アポロマーベリック 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 ５１８± ０１：４２．８� １３．１�
１１ ヴァイスヴェルト 牡３芦 ５６ 横山 典弘�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 酒井牧場 ４４８－ ６１：４３．２２� １４．３
８１５ リュウノスケ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気春藤 良一氏 根本 康広 新冠 津田牧場 ４４４－ １１：４３．９４ １１１．４�
４８ ジェットタイガー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊楠田 均氏 大江原 哲 新ひだか 前田 宗将 ４４２＋１０１：４４．３２� ５０．８�
２４ マイネパール 牝３栗 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－ ４１：４４．４� １２５．３�
１２ ディーエスデュラン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４６２－ ２ 〃 アタマ ３７２．６�
３６ コスモテイクハート 牡３鹿 ５６ T．クウィリー �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 むかわ 東振牧場 ４６２± ０１：４５．８９ ４０．０�

（英）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，９２９，１００円 複勝： ３７，６４０，２００円 枠連： １４，８８５，１００円

馬連： ５５，０５４，７００円 馬単： ３８，０１６，９００円 ワイド： ２５，３６６，７００円

３連複： ６７，４９１，０００円 ３連単： １０４，１４８，３００円 計： ３６５，５３２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １４０円 � ７８０円 � ４，２１０円 枠 連（２－４） ２，８２０円

馬 連 �� ３，５８０円 馬 単 �� ５，１５０円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� ５，５２０円 �� ３２，５１０円

３ 連 複 ��� １４７，３７０円 ３ 連 単 ��� ３１２，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２２９２９１ 的中 � ９１１８４（１番人気）
複勝票数 計 ３７６４０２ 的中 � １０６８７４（１番人気）� １０００３（９番人気）� １６８９（１４番人気）
枠連票数 計 １４８８５１ 的中 （２－４） ３９０５（１３番人気）
馬連票数 計 ５５０５４７ 的中 �� １１３７３（１３番人気）
馬単票数 計 ３８０１６９ 的中 �� ５４５２（１９番人気）
ワイド票数 計 ２５３６６７ 的中 �� ４４８１（１４番人気）�� １１２０（４５番人気）�� １８８（９１番人気）
３連複票数 計 ６７４９１０ 的中 ��� ３３８（１８４番人気）
３連単票数 計１０４１４８３ 的中 ��� ２４６（５９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．２―３６．９―５０．６―１：０４．０―１：１６．６―１：２９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンクラウン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１１．８．２８ 札幌２着

２００９．５．３生 牡３青鹿 母 ゴールドティアラ 母母 Bright Tiara ４戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 キタノハヤブサ号・サウンドレーサー号・ビックケン号・ファーマジェンヌ号
※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４日 晴 良 （２４東京１）第３日 第４競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０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

４８ メイショウモーレン 牝３栗 ５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４４０± ０１：３６．０ １７４．０�

１２ ハーツブラッド 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４２６－ ４ 〃 ハナ ３１．６�
３６ プリッキーヌー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４５８＋１４ 〃 アタマ ２５．７�
８１６ ストラスペイ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４５２－ ６１：３６．１クビ ２．９�
８１５ ピースオブアイ 牝３栗 ５４ 田中 勝春星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４５４－ ６１：３６．３１� ２．４�
２４ マイネサムサラ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �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 ４２８± ０ 〃 クビ １７．１	
２３ ステイナイン 牝３青鹿５４ 田辺 裕信鈴木 伸昭氏 相沢 郁 新冠 的場牧場 ４２０－１４１：３６．４� ４２．９

４７ メイクイーン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４７０－ ４１：３６．８２� １２．７�
１１ パッシフローラ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４４０＋２６ 〃 クビ ８．５�
７１４ タニオブフジ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲平野 優谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４４０± ０１：３７．０１� ２９８．３
７１３ オメガエンブレム 牝３青 ５４ 内田 博幸原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４３６－ ６１：３７．１� １３．１�
６１２ ステキナポケット 牝３黒鹿５４ 横山 義行簗詰 貴彦氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 ４５２＋ ４ 〃 アタマ ２７２．２�
５１０ マイネフラッシュ 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 ４７６± ０１：３７．３１� ６５．１�
６１１ ト ッ ト ー ト 牝３鹿 ５４ 田中 博康小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４２６ ―１：３７．８３ １１７．８�
３５ ドリーミングラヴ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新ひだか 松田牧場 ４２６－ ２１：３７．９� ６８．５�
５９ メ カ マ ハ ロ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩古賀 和夫氏 牧 光二 平取 坂東牧場 ４６８＋ ６１：３８．２１� ５９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７２２，６００円 複勝： ３６，２２８，４００円 枠連： ２３，１３６，９００円

馬連： ５１，３３３，１００円 馬単： ３９，０９９，０００円 ワイド： ２５，２９６，４００円

３連複： ６６，２５６，５００円 ３連単： １１７，４９３，３００円 計： ３８０，５６６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７，４００円 複 勝 � ３，８２０円 � １，１５０円 � ７３０円 枠 連（１－４） ４，４３０円

馬 連 �� １５５，９１０円 馬 単 �� ３３９，４８０円

ワ イ ド �� ３０，１１０円 �� １５，６３０円 �� ７，４４０円

３ 連 複 ��� ４４４，５３０円 ３ 連 単 ��� ４，３３５，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２１７２２６ 的中 � ９８４（１４番人気）
複勝票数 計 ３６２２８４ 的中 � ２３８４（１４番人気）� ８３１６（１０番人気）� １３６４４（７番人気）
枠連票数 計 ２３１３６９ 的中 （１－４） ３８５８（９番人気）
馬連票数 計 ５１３３３１ 的中 �� ２４３（９９番人気）
馬単票数 計 ３９０９９０ 的中 �� ８５（１８２番人気）
ワイド票数 計 ２５２９６４ 的中 �� ２０６（９７番人気）�� ３９８（７７番人気）�� ８４０（５４番人気）
３連複票数 計 ６６２５６５ 的中 ��� １１０（３２８番人気）
３連単票数 計１１７４９３３ 的中 ��� ２０（２１５７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．０―１２．６―１２．４―１１．４―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３５．９―４８．５―１：００．９―１：１２．３―１：２３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウモーレン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１１．１０．８ 東京１５着

２００９．２．８生 牝３栗 母 プリティタイディ 母母 ミスタイモア ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 ピースオブアイ号は，最後の直線コースで外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 ピエモンテ号



０３０２９ ２月４日 晴 良 （２４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）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４７ ブリスアウト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７２ ―１：５０．４ ４．３�

１１ ライズアゲイン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８４ ―１：５０．９３ １．８�

５１０ レ イ カ ー ラ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４２６ ― 〃 クビ ７．６�
５９ モジュラーフォーム 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 菊沢 隆徳 むかわ 上水牧場 ５１０ ―１：５１．２１� １２．９�
６１１ シャングリラ 牝３栗 ５４ 吉田 豊田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４３０ ―１：５１．４１� ４２．６�
８１６ フェレンベルグ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�樽さゆり氏 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド ４４４ ―１：５１．６� ３５．３	
６１２ ランローララン 牝３栗 ５４ 丸山 元気吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５２ ― 〃 アタマ ２８．５

４８ サクラアニバーサリ 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 ４９２ ―１：５１．７クビ １４．７�
７１４ スカイラウンジ 牝３青鹿５４ 的場 勇人渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 新冠 隆栄牧場 ４１２ ― 〃 ハナ ６９．６�
１２ セルリアンヒコボシ 牡３黒鹿５６ 中村 将之�イクタ 天間 昭一 池田 高橋 正三 ５４０ ―１：５２．１２� ２３７．５
８１５ アンジェリカシード 牝３栗 ５４ 石神 深一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 藤原牧場 ４４８ ―１：５２．８４ １９０．７�
３５ クリップザクロップ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩 �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 ４０８ ― 〃 ハナ ５３．３�
７１３ ア ル プ ス 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太小田 廣美氏 石栗 龍彦 新冠 津田牧場 ４８４ ―１：５３．０１� １８８．９�
３６ コトブキセンプウ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀尾上 松壽氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 ４７６ ―１：５３．１� ３６．１�
２３ トウカイチェッカー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥内村 正則氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 ４５２ ―１：５３．６３ １４５．０�
２４ キタサンフジヤマ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一�大野商事 嶋田 功 日高 古川 優 ４８４ ―１：５３．７� １６４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，０６７，５００円 複勝： ３５，２７０，９００円 枠連： １９，８９２，２００円

馬連： ４９，８４５，０００円 馬単： ３９，６３７，９００円 ワイド： ２１，７２０，３００円

３連複： ６１，６５０，８００円 ３連単： １０９，８００，０００円 計： ３６２，８８４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（１－４） ３４０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド �� ２００円 �� ６４０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ６，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２５０６７５ 的中 � ４６６５４（２番人気）
複勝票数 計 ３５２７０９ 的中 � ６５１９０（２番人気）� １２９０８５（１番人気）� ４０１９０（３番人気）
枠連票数 計 １９８９２２ 的中 （１－４） ４４０９０（１番人気）
馬連票数 計 ４９８４５０ 的中 �� ９３４４５（１番人気）
馬単票数 計 ３９６３７９ 的中 �� ２４３９５（４番人気）
ワイド票数 計 ２１７２０３ 的中 �� ３３１０９（１番人気）�� ７０６５（７番人気）�� １５４９３（２番人気）
３連複票数 計 ６１６５０８ 的中 ��� ４４１４９（１番人気）
３連単票数 計１０９８０００ 的中 ��� １２３７９（１２番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．０―１３．１―１３．２―１２．９―１２．５―１１．３―１０．９―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．１―３８．２―５１．４―１：０４．３―１：１６．８―１：２８．１―１：３９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．１―３F３３．６

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

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

ブリスアウト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

２００９．５．１８生 牡３鹿 母 シーキングマイラブ 母母 Queen Maud １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 アデステフィデレス号・アナンタン号・アルフェロア号・クリノハナミチ号・ケルン号・スイートアイリス号・

スプリングパリオ号・ダイワキャピタル号・タケショウロード号・ハクサンリヴァー号・バロール号・
ヒールアンドトゥ号・ブライトシャドウ号・ブルーリバティー号・マイネルヴェリタス号・マッドパイ号・マンテマ号・
ミライヘノカゼ号・リングネブラ号

０３０３０ ２月４日 晴 良 （２４東京１）第３日 第６競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

５９ � コリンブレッセ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘林 正道氏 吉田 直弘 米 Caroline C
Stautberg ４８８－ ８１：２６．７ ２．０�

６１０ ジョウノソナタ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 ４６８－ ２１：２７．５５ ２７．６�
２２ カリスマアキラ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４５８－ ６ 〃 ハナ １８．２�
４７ ドリームバラード 牝３黒鹿５４ 田中 勝春ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 ４３６＋ ２１：２７．９２� １７８．０�
７１３ ミルキーブロード 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７８＋ ８１：２８．１１� ３．５�
６１１ サンセルマン 牡３黒鹿５６ 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 ４５２＋ ２１：２８．２� ８７．８�
４６ � オ オ ミ カ ミ 牡３栃栗５６ 北村 宏司幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 McKee Sta-

bles Inc. ５０６＋ ４１：２８．４１� ８．１	
３５ ディアワイズマン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 長浜牧場 B５００± ０ 〃 ハナ ７０．０

５８ ハタノアブソルート 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ５１８－ ４１：２８．６１ ７．８�
３４ テイエムシシオー 牡３黒鹿５６ 森 泰斗竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 ４４０－１２１：２８．７	 ４１．８�

（船橋）

８１４ シンデンアラタ 牡３黒鹿５６ 小林 淳一神田 通博氏 佐藤 全弘 新ひだか 落合 一巳 ４８６－ ２１：２８．９１� ８４．９
２３ オペラダンシング 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 ４５６－ ２１：３０．０７ ３２．９�
７１２ ゴールデンポケット 牝３栗 ５４ 大野 拓弥小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 ４６０＋ ８１：３０．５３ ３９．６�
８１５
 コパノワーニング 牡３芦 ５６ T．クウィリー小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 畠山牧場 ５５２＋ ６１：３０．６クビ ２５６．４�

（英）

１１ 
 ウィズスマイル 牝３鹿 ５４ 田中 博康小林 秀樹氏 大和田 成 新ひだか 加野牧場 ４７０＋ ８１：３２．１９ ２１８．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，０９４，５００円 複勝： ５９，００７，１００円 枠連： ２１，０７９，４００円

馬連： ６６，３６３，３００円 馬単： ４７，９０６，９００円 ワイド： ３１，２６２，４００円

３連複： ８０，２３７，４００円 ３連単： １５１，６２６，５００円 計： ４８７，５７７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ４４０円 � ３７０円 枠 連（５－６） １，１７０円

馬 連 �� １，９８０円 馬 単 �� ２，４７０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� ７６０円 �� ３，４４０円

３ 連 複 ��� ９，４７０円 ３ 連 単 ��� ３３，２２０円

票 数

単勝票数 計 ３００９４５ 的中 � １１９３８０（１番人気）
複勝票数 計 ５９００７１ 的中 � ２５０８９７（１番人気）� ２２６０６（６番人気）� ２７９６９（５番人気）
枠連票数 計 ２１０７９４ 的中 （５－６） １３３０４（５番人気）
馬連票数 計 ６６３６３３ 的中 �� ２４７５０（６番人気）
馬単票数 計 ４７９０６９ 的中 �� １４３５７（７番人気）
ワイド票数 計 ３１２６２４ 的中 �� １０６６５（７番人気）�� １０４１６（８番人気）�� ２１１８（３３番人気）
３連複票数 計 ８０２３７４ 的中 ��� ６２５４（２８番人気）
３連単票数 計１５１６２６５ 的中 ��� ３３６９（８７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．８―４８．５―１：０１．４―１：１３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コリンブレッセ �
�
父 Corinthian �

�
母父 St. Jovite デビュー ２０１１．１０．８ 京都２着

２００９．４．１２生 牡３鹿 母 Berry Blessed 母母 Strawberry Reason ５戦２勝 賞金 ２０，１５５，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィズスマイル号は，平成２４年３月４日まで平地競走に出走できない。
※ゴールデンポケット号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０３１ ２月４日 晴 良 （２４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 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減

本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，４５０，０００
１，４５０，０００

円
円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

２４ ヴェルデグリーン 牡４栗 ５７ 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４７４＋１４１：３４．２ ３．７�

７１３ ニシノマナザシ 牡５芦 ５７ 丸山 元気西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ５０２± ０１：３４．３� ５．２�
１２ ユ ウ セ ン 牡４青鹿５７ 北村 宏司本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 村岡 農夫 ４８２± ０１：３４．４� ６．６�
５９ サウンドバラッド �５鹿 ５７ 後藤 浩輝増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４９２＋１２ 〃 同着 １０．７�
２３ サニーヘイロー 牝４栗 ５５ 吉田 豊宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４７６＋１４１：３４．５� ４４．０�
６１１ サーストンサブリナ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４７２－ ４ 〃 クビ ３４．５�
１１ トキノサコン 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４９０＋１６１：３４．６クビ ７４．１�
８１６ コルノグランデ 牡４青鹿５７ 三浦 皇成吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４６６＋２８１：３４．８１� １１．０	
５１０ ファントムロード 牡４鹿 ５７ 内田 博幸
ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４９４＋１２１：３４．９� ４．１�
４８ マイネノーブレス 牝５栗 ５５ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 的場牧場 ４４８－ ２１：３５．２２ ４１．１
４７ ブーケドロゼブルー 牝５青鹿５５ 柴山 雄一 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４６６＋ ８１：３５．３� ５２．２�
３６ 	 サンデンマックス 牡４鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム ５００－ ３１：３５．５１ １１２．２�
３５ ウインロザリー 牝４青 ５５ 柴田 大知�ウイン 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４３０－ ４１：３５．６� １５．２�
８１５	 エリザベートアスク 牝４栗 ５５ 田中 勝春廣崎 玲子氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４６８－１５１：３６．０２� １０８．３�
７１４ ニシノキミヨ 牝４黒鹿５５ 森 泰斗西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４５２＋ ８１：３６．２１� １２７．２�

（船橋）

６１２ エムオーハンズ 牝５栗 ５５ T．クウィリー大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 貞広 賢治 ４７８＋ ６１：３７．３７ ７０．０�
（英）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，１８９，１００円 複勝： ４４，７４６，５００円 枠連： ２０，０４５，９００円

馬連： ７１，６９５，０００円 馬単： ４２，２７９，０００円 ワイド： ２７，８７２，３００円

３連複： ８０，０９３，５００円 ３連単： １２５，９６４，１００円 計： ４３９，８８５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 �
�

１５０円
１９０円 枠 連（２－７） １，０７０円

馬 連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド �� ２８０円 ��
��

３５０円
３４０円

��
��

４００円
４６０円

３ 連 複 ���
���

１，２２０円
１，４４０円 ３ 連 単 ���

���
４，９３０円
５，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２７１８９１ 的中 � ５８８５７（１番人気）
複勝票数 計 ４４７４６５ 的中 �

�
８１７７３
３８６６５

（１番人気）
（５番人気）

� ７７２９４（３番人気）� ５５３９５（４番人気）

枠連票数 計 ２００４５９ 的中 （２－７） １３９４６（４番人気）
馬連票数 計 ７１６９５０ 的中 �� ５１０６２（２番人気）
馬単票数 計 ４２２７９０ 的中 �� １７９３２（２番人気）
ワイド票数 計 ２７８７２３ 的中 ��

��
１６２３４
１００８６

（２番人気）
（７番人気）

��
��

１１７５８
８５６０
（５番人気）
（９番人気）

�� １２３３６（４番人気）

３連複票数 計 ８００９３５ 的中 ��� ２４３７８（３番人気）��� ２０４３４（６番人気）
３連単票数 計１２５９６４１ 的中 ��� ９４４４（８番人気）��� ７７８３（１６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．０―１１．７―１２．１―１１．９―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．４―４６．１―５８．２―１：１０．１―１：２１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３６．０
３ ・（６，１２）－（５，１６）－９（３，１３）（４，１１）（８，１５）１０－（１，７，１４）２ ４ ・（６，１２）（５，１６）－９（３，１３）（４，１１）（８，１０）１５（１，７，１４）２

勝馬の
紹 介

ヴェルデグリーン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１０．１２．２５ 中山１着

２００８．３．２６生 牡４栗 母 レディーダービー 母母 ウメノファイバー ８戦２勝 賞金 ２３，２３６，０００円
※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。
（非抽選馬） ８頭 ダノンウィスラー号・ツインエンジェルズ号・トーセンマルス号・フレンドサンポウ号・ラヴァーズキッス号・

ラストノート号・ランパスインベガス号・レッドクロス号
※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。

０３０３２ ２月４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４東京１）第３日 第８競走 ��３，１００�

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 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード３：２４．５良・良

５８ ディアマジェスティ 牡６黒鹿６０ 高田 潤寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４６０－ ４３：２９．１ ２．３�

１１ カネスラファール 牡８黒鹿６０ 横山 義行杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 ５０４＋ ８３：２９．９５ ５．４�
３４ バ イ ヨ ン 牡７栗 ６０ 蓑島 靖典 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４５０＋１０３：３０．１１� ２９．９�
４６ リザーブカード 牡９鹿 ６０ 穂苅 寿彦 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ４３：３０．５２� １５．９�
２２ ホウライブライアン 牡７黒鹿６０ 植野 貴也橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４８６＋１２３：３０．７１� ５７．８�
５７ リアルヴィクトリー 牡７鹿 ６０ 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４９０＋ ４３：３０．８クビ ３２．９�
３３ フローライゼ 牡５栗 ６０ 平沢 健治飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ５０４＋ ２３：３１．３３ ７６．８	
８１３ トキノナスティア 牝６黒鹿５８ 高野 和馬田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６８± ０３：３１．５１� １４１．８

４５ フサイチアソート �７栗 ６０ 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４６６＋２２３：３１．７� ９６．６�
８１４ マイネルネオス 牡９鹿 ６３ 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 ４５６－ ４３：３１．９１� ７．８
６１０ イージーウイン 牡５鹿 ６０ 草野 太郎田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 畠山牧場 ４５０± ０３：３２．５３� ３５７．０�
７１１ プライドイズハート 牡８鹿 ６０ 山本 康志三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 B５１８＋ ８３：３２．６クビ ２１３．１�
７１２ テイエムハリアー 牡６芦 ６０ 白浜 雄造竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４５４－ ４３：３２．７� ３．２�
６９ 	 リワードクラウン 牡５栗 ６０ 大江原 圭宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ５０２－ ４３：３３．２３ ２６８．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，９００，３００円 複勝： ３６，６３９，４００円 枠連： １９，９６４，７００円

馬連： ６９，８３２，８００円 馬単： ４９，６６５，６００円 ワイド： ２７，１３５，１００円

３連複： ８１，４００，４００円 ３連単： １７２，３１３，８００円 計： ４８５，８５２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ４２０円 枠 連（１－５） ５９０円

馬 連 �� ６３０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ９２０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ３，２６０円 ３ 連 単 ��� １０，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２８９００３ 的中 � １０３０５６（１番人気）
複勝票数 計 ３６６３９４ 的中 � ９７０９４（１番人気）� ６７１０２（３番人気）� １５３１６（６番人気）
枠連票数 計 １９９６４７ 的中 （１－５） ２５０８２（２番人気）
馬連票数 計 ６９８３２８ 的中 �� ８２４８３（２番人気）
馬単票数 計 ４９６６５６ 的中 �� ３９０２３（３番人気）
ワイド票数 計 ２７１３５１ 的中 �� ２６９６８（２番人気）�� ６７３９（１１番人気）�� ５９８０（１２番人気）
３連複票数 計 ８１４００４ 的中 ��� １８４４２（１０番人気）
３連単票数 計１７２３１３８ 的中 ��� １２５８２（２９番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５０．１－３F ３７．０
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアマジェスティ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．２．１４ 京都６着

２００６．５．２９生 牡６黒鹿 母 レーブドグランパ 母母 Mary Linoa 障害：８戦５勝 賞金 ９５，９１１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 ホウライブライアン号の騎手植野貴也は，２周目４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１４番・１１番・１３

番への進路影響）
〔その他〕 テイエムハリアー号は，各障害を外側に斜飛したことについて障害調教注意。
※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） ３頭 ショウナンサミット号・ボストンプラチナ号・ボンジュールヒカリ号
（非抽選馬） ４頭 コアレスアルダン号・スズマーシャル号・ハクサン号・ファイトシーン号



０３０３３ ２月４日 晴 良 （２４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 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００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

２３ チャーチクワイア 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４５０± ０１：２２．２ １５．３�

１１ メイブリーズ 牝３芦 ５４ 柴田 善臣千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８± ０ 〃 クビ ６．９�

１２ ガーネットチャーム 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム ４１６－ ２１：２２．４１ ２．４�
６１２ シャンボールフィズ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４１８－ ２１：２２．６１� ３．０�
３５ フライングバルーン 牝３栗 ５４ 木幡 初広吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４０＋ ４ 〃 クビ １４．０�
５１０ アサクサウタヒメ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４８＋ ６１：２２．８１� ５０．６�
７１３ フィロパトール 牝３鹿 ５４ 内田 博幸高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ １８．４	
４７ ダイワカリエンテ 牝３栗 ５４ 中谷 雄太大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４２± ０１：２３．０１ １５．５

３６ � リ リ ヤ ン 牝３黒鹿５４ 森 泰斗太田 好則氏 出川 龍一 浦河 津島 優治 ４４０－ １ 〃 クビ ２５８．６�

（船橋） （船橋）

８１６ エムアイチャンドラ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信礒川 正明氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 ４４４－１８１：２３．１� １１４．９�
４８ アブマーシュ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 ４６４－ ８ 〃 クビ １９８．１
５９ � レ イ モ ニ 牝３鹿 ５４ 杉村 一樹 �オリオンファーム池田 孝 日高 オリオンファーム ４４６－１１１：２３．３１� ５６．１�

（川崎） （川崎）

６１１ クールユリア 牝３鹿 ５４ 武士沢友治川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 ４６４－ ４１：２３．６１� ４６．７�
８１５ ヒヅグータス 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 ４５６± ０１：２３．９１� １５１．０�
２４ ニ ケ 牝３黒鹿５４ 嶋田 純次畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４７０＋ ４１：２４．０� ８４．４�
７１４� ネイチャウィッシュ 牝３栗 ５４ 小林 淳一井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 ４３０＋ ２１：２４．１� ５７９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，０１６，１００円 複勝： ５６，１９３，６００円 枠連： ２９，５０９，１００円

馬連： １１３，４９２，４００円 馬単： ６８，５５３，８００円 ワイド： ３９，７６１，９００円

３連複： １２３，７１５，５００円 ３連単： ２３３，３３８，５００円 計： ７０３，５８０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５３０円 複 勝 � ３１０円 � ２００円 � １３０円 枠 連（１－２） １，０４０円

馬 連 �� ４，８９０円 馬 単 �� １１，３６０円

ワ イ ド �� １，４１０円 �� ６５０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２，９４０円 ３ 連 単 ��� ３０，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３９０１６１ 的中 � ２０１３７（５番人気）
複勝票数 計 ５６１９３６ 的中 � ３５５６５（５番人気）� ６６５９１（３番人気）� １６３２５２（１番人気）
枠連票数 計 ２９５０９１ 的中 （１－２） ２１０２２（３番人気）
馬連票数 計１１３４９２４ 的中 �� １７１４２（１６番人気）
馬単票数 計 ６８５５３８ 的中 �� ４４５６（３２番人気）
ワイド票数 計 ３９７６１９ 的中 �� ６５０３（１４番人気）�� １５２４２（５番人気）�� ２４９７８（２番人気）
３連複票数 計１２３７１５５ 的中 ��� ３１０８７（８番人気）
３連単票数 計２３３３３８５ 的中 ��� ５６１６（８９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．５―１２．２―１１．９―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．８―４７．０―５８．９―１：１０．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャーチクワイア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．９．１０ 札幌３着

２００９．２．１生 牝３栗 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル ５戦２勝 賞金 １７，９８５，０００円
〔制裁〕 フィロパトール号の調教師武藤善則は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 コスモアクセス号・ゴールデンポケット号・ジョウテンオリーヴ号・ダイワミストレス号・ディアサルーテ号・

トップスカーレット号・ハッシュドトーン号・ハッピーシャワー号・ハナズゴール号・ラパージュ号・
ラミアプリマベーラ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０３０３４ ２月４日 晴 良 （２４東京１）第３日 第１０競走 ��
��２，４００�

は こ ね

箱 根 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．２．５以降２４．１．２９まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

６７ ハーバーコマンド 牡４青 ５７ 内田 博幸谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２２：２６．３ ２．１�

４４ ネオブラックダイヤ 牡４青鹿５５ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１０＋ ２２：２６．４� ４．８�

７９ ラッキーバニラ 牡５青鹿５５ 田辺 裕信吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B５０４＋１２２：２６．６１� ２３．３�
３３ フランドルシチー 牡７鹿 ５４ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５４４＋ ６ 〃 クビ ４７．８�
８１０ ホッコーブレーヴ 牡４鹿 ５５ 三浦 皇成矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４７４＋ ２２：２６．７クビ ６．４�
７８ � ミッションモード 牡５栗 ５７．５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４９０＋ ４ 〃 クビ ６．５�
１１ マイネルナロッサ 牝５黒鹿５０ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ２２：２７．２３ １７０．０	
５５ コスモエンペラー 牡５栗 ５７ 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 米田牧場 B５１２－ ２２：２７．３� １０．２�
８１１ ジェイケイラン 牝６黒鹿５１ 武士沢友治小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ５０８± ０ 〃 クビ １７．５�
２２ マイネルティンラン 牡４栗 ５３ 津村 明秀 �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 ４４６－１２２：２７．４	 ８０．８
６６ ファーストグロース 牡５鹿 ５５ 吉田 豊吉田 千津氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８０－ ６２：２７．８２� ３３．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３８，３１３，４００円 複勝： ５５，４４９，３００円 枠連： ２５，７７８，１００円

馬連： １２３，０５９，７００円 馬単： ７３，１８０，７００円 ワイド： ４１，２８８，０００円

３連複： １２９，９３２，９００円 ３連単： ２７４，７１７，８００円 計： ７６１，７１９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ４８０円 枠 連（４－６） ６００円

馬 連 �� ６３０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� １，１４０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ３，７１０円 ３ 連 単 ��� １０，３７０円

票 数

単勝票数 計 ３８３１３４ 的中 � １４３８１７（１番人気）
複勝票数 計 ５５４４９３ 的中 � １４３９２１（１番人気）� ９７４４４（２番人気）� ２０１３３（８番人気）
枠連票数 計 ２５７７８１ 的中 （４－６） ３１８４２（２番人気）
馬連票数 計１２３０５９７ 的中 �� １４６２２４（１番人気）
馬単票数 計 ７３１８０７ 的中 �� ５１９５４（２番人気）
ワイド票数 計 ４１２８８０ 的中 �� ４１４５４（１番人気）�� ８２１９（１７番人気）�� ８２２１（１６番人気）
３連複票数 計１２９９３２９ 的中 ��� ２５８６０（１５番人気）
３連単票数 計２７４７１７８ 的中 ��� １９５５７（３０番人気）

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

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―２４．７―３７．２―５０．０―１：０２．５―１：１５．１―１：２７．８―１：３９．９―１：５１．７―２：０２．８―２：１４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハーバーコマンド �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kendor デビュー ２０１０．１１．７ 京都２着

２００８．２．２７生 牡４青 母 レ デ ィ イ ン 母母 Super Vite １３戦３勝 賞金 ６４，６３７，０００円



０３０３５ ２月４日 晴 良 （２４東京１）第３日 第１１競走 ��
��１，６００�

はくれい

白嶺ステークス
発走１５時４５分 （ダート・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１２ ス エ ズ �７鹿 ５７ 内田 博幸吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１４－ ２１：３８．３ ６．４�

７１０ ミダースタッチ 牡７栗 ５７ T．クウィリー 金子真人ホールディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５５８± ０１：３８．４� ４１．４�
（英）

２２ スーブルソー 牡５鹿 ５７ 丸山 元気 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム ５１２－ ２１：３８．６１	 １０．４�
３３ ロンギングスター 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４８２＋ ４ 〃 ハナ ２．７�
５６ マエストラーレ 牝６鹿 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００＋ ８１：３８．７クビ ８８．５�
６７ ブ ル ロ ッ ク 牡５鹿 ５７ 吉田 豊小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B４７６－１２ 〃 クビ １４．９	
７９ デンコウヤマト 牡６栗 ５７ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４８６－１０ 〃 ハナ ８．３

１１ フラワーロック 牝４鹿 ５５ 横山 典弘�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４６６－ ２１：３８．８	 １１．４�
６８ マリアージュ 牝７栗 ５５ 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４４２－ ２１：３８．９� １３４．８�
８１１ リーチコンセンサス 牝６鹿 ５５ 石橋 脩 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２１：３９．８５ １６．０
４４ グラヴィテーション 牡６鹿 ５７ 田中 博康清水 二朗氏 本間 忍 三石 中田 英樹 ５２０＋ ４１：４０．５４ １８．１�
５５ 
 アストレーション 牡６栗 ５７ 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock ５０６＋ ８２：０５．５大差 ５．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ６１，３９３，１００円 複勝： ９４，５８３，４００円 枠連： ５２，６２１，８００円

馬連： ２６０，４０３，７００円 馬単： １４０，７２５，６００円 ワイド： ７７，２３２，７００円

３連複： ２９１，８６４，４００円 ３連単： ５７３，７０３，７００円 計： １，５５２，５２８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２１０円 � ９４０円 � ３８０円 枠 連（７－８） １，４１０円

馬 連 �� ９，４５０円 馬 単 �� １１，８３０円

ワ イ ド �� ２，６９０円 �� １，２６０円 �� ５，８７０円

３ 連 複 ��� ４２，６９０円 ３ 連 単 ��� ２２８，５００円

票 数

単勝票数 計 ６１３９３１ 的中 � ７６２８５（３番人気）
複勝票数 計 ９４５８３４ 的中 � １４３４１１（２番人気）� ２２２９２（１０番人気）� ６３６７３（６番人気）
枠連票数 計 ５２６２１８ 的中 （７－８） ２７７０８（５番人気）
馬連票数 計２６０４０３７ 的中 �� ２０３５６（３６番人気）
馬単票数 計１４０７２５６ 的中 �� ８７８１（５３番人気）
ワイド票数 計 ７７２３２７ 的中 �� ７０３４（３５番人気）�� １５５０５（１６番人気）�� ３１６９（４５番人気）
３連複票数 計２９１８６４４ 的中 ��� ５０４６（１０６番人気）
３連単票数 計５７３７０３７ 的中 ��� １８５３（５８１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．８―４８．３―１：００．９―１：１３．４―１：２５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．４
３ １，３，１２，２，７（８，４）（１０，１１）９－６＝５ ４ １，３，１２，２，４（８，７，１０）９，１１，６＝５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ス エ ズ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Alydar デビュー ２００７．７．２９ 小倉１５着

２００５．３．２４生 �７鹿 母 マチカネアイーダ 母母 Lady’s Secret ３８戦５勝 賞金 １０６，８９６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔調教再審査〕 アストレーション号は，向正面で異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 アストレーション号は，向正面で異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。

０３０３６ ２月４日 晴 良 （２４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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

３５ � サトノデートナ 牡４鹿 ５７
５４ ▲嶋田 純次里見 治氏 国枝 栄 米

Barbara Nel-
son & Richard
Lugovich Jr.

４８８± ０１：２５．８ ２．８�

４７ ゴールドバシリスク 牡５鹿 ５７ 内田 博幸居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ５０４＋ ４ 〃 ハナ ３．６�
３６ ハンマープライス 牡６栗 ５７ 木幡 初広 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５０４＋ ８１：２６．１２ ４６．７�
４８ � サトノモンスター 牡４鹿 ５７ 吉田 豊里見 治氏 矢作 芳人 米 Masatake

Iida ４８２－ ４１：２６．４２ ５．０�
６１１� エ イ ワ ナ ギ 牡９鹿 ５７ 柴山 雄一永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５３０＋ ８１：２６．７２ １２７．２�
６１２ ボンバルディエーレ 牡６芦 ５７ 田辺 裕信吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４９６＋２０１：２６．８クビ ２８．１�
８１５ ケイアイクライム 牡５黒鹿５７ 石橋 脩 	啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ５２２－ ８１：２７．０１� ２４．８

５１０� ヴィルマール 牡６鹿 ５７

５４ ▲平野 優吉田 和美氏 武藤 善則 豪 Paulyn Invest-
ments Pty Ltd ４８８－１０ 〃 ハナ １４．８�

１１ ミッキーオリーブ 牝５鹿 ５５ T．クウィリー野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９４± ０１：２７．１	 ９．５�
（英）

２４ メジロオマリー 牡７黒鹿５７ 田中 博康岩� 伸道氏 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 B４７２± ０１：２７．３１� ８０．５
２３ タマモワルツ 牝５鹿 ５５ 津村 明秀タマモ	 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ５０４＋ ４１：２７．５１	 ２１７．５�
７１３ リーサムダイチ 牡４鹿 ５７ 武士沢友治平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４８２＋ ４ 〃 クビ ２３．３�
７１４
 ケージーアメリカン 牡５栗 ５７ 杉村 一樹川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４５４－ ２１：２７．７１	 １８０．３�

（川崎）

８１６ サクラシリアス 牡５鹿 ５７ 北村 宏司	さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４８０± ０１：２７．９１ １７．１�
１２ ユキノマークン 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 ４８８± ０１：２８．０	 １０２．１�
５９ レッドボルサリーノ 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成 	東京ホースレーシング 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ５０６－１０１：２８．６３	 ７７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，７８０，３００円 複勝： ７１，６４９，７００円 枠連： ４６，７６１，８００円

馬連： １５０，５８３，１００円 馬単： ８８，１９２，３００円 ワイド： ５８，３６６，９００円

３連複： １８０，９８３，１００円 ３連単： ３４９，８５０，９００円 計： ９９６，１６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ６６０円 枠 連（３－４） ３００円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� １，６００円 �� １，８２０円

３ 連 複 ��� ５，１９０円 ３ 連 単 ��� １７，１２０円

票 数

単勝票数 計 ４９７８０３ 的中 � １４０９０３（１番人気）
複勝票数 計 ７１６４９７ 的中 � １６５０１０（１番人気）� １４１５１５（２番人気）� １８５９９（１０番人気）
枠連票数 計 ４６７６１８ 的中 （３－４） １１５９０５（１番人気）
馬連票数 計１５０５８３１ 的中 �� ２２１０９５（１番人気）
馬単票数 計 ８８１９２３ 的中 �� ７４８９７（１番人気）
ワイド票数 計 ５８３６６９ 的中 �� ７２７９４（１番人気）�� ８０２１（２０番人気）�� ７００５（２３番人気）
３連複票数 計１８０９８３１ 的中 ��� ２５７５０（１５番人気）
３連単票数 計３４９８５０９ 的中 ��� １５０８２（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．７―３６．２―４８．８―１：０１．２―１：１３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３７．０
３ ９，２（１，５）（３，６，８）（１０，１４，１５）１３（４，７，１２）１６－１１ ４ ９，２（１，５）（３，６，８）１５（４，１０，１４）１３（７，１２）１６，１１

勝馬の
紹 介

�サトノデートナ �
�
父 Tapit �

�
母父 Phone Trick デビュー ２０１０．１２．１９ 中山２着

２００８．３．１２生 牡４鹿 母 Cherished Trick 母母 My Cherie Amour １０戦３勝 賞金 ３７，２９４，０００円
〔制裁〕 メジロオマリー号の騎手田中博康は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１６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。



（２４東京１）第３日 ２月４日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２００，８４０，０００円
２，０８０，０００円
７，２６０，０００円
１，７８０，０００円
１８，２００，０００円
６３，０１３，０００円
５，３５４，８００円
１，７２８，０００円

勝馬投票券売得金
３８２，５３３，５００円
５９２，７８９，９００円
３０７，１９８，５００円
１，１１２，２５８，３００円
６９３，６１９，７００円
４１９，８４６，９００円
１，２８９，４７４，３００円
２，４０８，７５７，４００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ７，２０６，４７８，５００円

総入場人員 ２３，６４３名 （有料入場人員 ２２，３０５名）


