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０３０３７ ２月５日 晴 良 （２４東京１）第４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

２４ ツクバヴァンクール 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義細谷 武史氏 田中 清隆 日高 正和山本牧場 ４３４－ ６１：２１．５ ３．９�

１１ エスペランサシチー 牡３芦 ５６ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ １０．４�
２３ デルマダイコク 牡３栗 ５６ 木幡 初広浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ５００－ ２１：２１．７１� ２．７�
４７ エクスプローラー 牡３青 ５６ 福永 祐一薗部 博之氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム B５０８＋ ４１：２２．５５ ４．６�
８１５ サロンドクイーン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治山田美喜男氏 小桧山 悟 白老 社台牧場 ４２４＋ ２１：２２．６クビ １０８．３�
３６ ミヤコライジング 牝３鹿 ５４ 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：２２．７� ５５．７�
８１６ アストロフォンテン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠吉橋 計氏 戸田 博文 日高 増尾牧場 ４５８－ ２１：２２．８� ３０．５	
５９ サ リ エ ン テ �３栗 ５６ T．クウィリーモナコ商事� 坂本 勝美 浦河 
桁牧場 ４５４ ― 〃 クビ １０８．３�

（英）

１２ ドラゴンネスト 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成窪田 康志氏 高柳 瑞樹 様似 �村 伸一 ４５８＋１０１：２３．１１� １０．７�
６１２ サンマルダーム 牝３栗 ５４ 田辺 裕信相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 ４３０＋ ２１：２３．２� ９２．８�
７１３ コパノハドソン 牡３青鹿５６ 北村 宏司小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 ４８２＋２４１：２３．３クビ １７．８
７１４ フジマーガレット 牝３青 ５４

５１ ▲嶋田 純次山本 茂氏 武藤 善則 新ひだか 元道牧場 ４４０± ０１：２３．６１� １８．１�
３５ ドラゴントロフィー 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太窪田 芳郎氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B５２０＋ ２１：２３．７クビ ７３．６�
６１１ ケイジーハンター 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優鹿倉 勝�氏 田中 剛 青森 野々宮牧場 ４２８＋ ６１：２４．５５ ２９８．９�
５１０ カ ン ダ ガ ワ 牝３芦 ５４

５１ ▲高嶋 活士吉田喜代司氏 菅原 泰夫 日高 湯浅 一夫 ４０２＋ ２１：２４．６クビ ２２３．４�
４８ バクシンドーター 牝３栗 ５４ 太宰 啓介杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ４６４± ０１：２８．７大差 １７５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０８４，７００円 複勝： ３６，２３９，７００円 枠連： １９，２７４，７００円

馬連： ５７，１５８，７００円 馬単： ３８，６９６，７００円 ワイド： ２４，５９９，３００円

３連複： ７７，００３，６００円 ３連単： １２５，８２０，５００円 計： ３９９，８７７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � １３０円 枠 連（１－２） ４４０円

馬 連 �� １，７５０円 馬 単 �� ３，０７０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ２１０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，２５０円 ３ 連 単 ��� ９，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２１０８４７ 的中 � ４３４０５（２番人気）
複勝票数 計 ３６２３９７ 的中 � ７００６０（２番人気）� ３０５６２（４番人気）� ９８７８５（１番人気）
枠連票数 計 １９２７４７ 的中 （１－２） ３２８９６（２番人気）
馬連票数 計 ５７１５８７ 的中 �� ２４１１８（６番人気）
馬単票数 計 ３８６９６７ 的中 �� ９３２７（９番人気）
ワイド票数 計 ２４５９９３ 的中 �� ９０８７（６番人気）�� ３６０１５（１番人気）�� １３６９６（４番人気）
３連複票数 計 ７７００３６ 的中 ��� ４５７９２（２番人気）
３連単票数 計１２５８２０５ 的中 ��� ９４２６（２０番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．３―１１．９―１２．５―１２．７―１２．５―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．２―１８．５―３０．４―４２．９―５５．６―１：０８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツクバヴァンクール �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．９．２４ 中山４着

２００９．３．２３生 牡３鹿 母 ブルーインパルス 母母 ゴールドアンサー ４戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔発走状況〕 デルマダイコク号は，発走地点で馬装整備。発走時刻３分遅延。
〔制裁〕 デルマダイコク号の調教師和田正道は，枠入りの際に同馬の両頬革の尾錠が外れたことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バクシンドーター号は，平成２４年４月５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シーキングベガ号
（非抽選馬） ３頭 クリーンヒット号・ジャングルヤマト号・デルマホテイ号
※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。

０３０３８ ２月５日 晴 良 （２４東京１）第４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）

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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

２４ フルヒロボーイ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 ５２６ ―１：２７．７ ３．１�

７１４ メビュースラブ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信備前島敏子氏 伊藤 大士 新ひだか 藤原牧場 ５１２ ―１：２９．０８ ３７．７�
３６ トミケンスプリング 牝３青鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 ４６４ ―１：２９．１� １０５．５�
５１０ ヒカルヨコハマ 牡３栗 ５６ 横山 典弘高橋 光氏 高市 圭二 登別 登別上水牧場 ４８６ ―１：２９．２� １０．２�
４７ スカーレットリング 牝３黒鹿５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５０４ ―１：２９．５１� ２．９�
８１５ ミ ヒ ロ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４５２ ― 〃 クビ １０．４�
１１ ダイヤコレクター 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成青山 洋一氏 矢野 英一 浦河 成隆牧場 ４５０ ―１：２９．７１� １８．０�
５９ ダイメイサンジ 牡３鹿 ５６ 小島 太一宮本 孝一氏 中野 栄治 平取 北島牧場 ４６４ ―１：３０．２３ １００．２	
８１６ キネオシルバー 牡３栗 ５６ 大庭 和弥ジャパンフードビジネス
 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４５６ ―１：３０．５１� １６７．５�
１２ インパルション 牡３鹿 ５６ 水出 大介岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 ４７２ ―１：３０．７１� １０８．４�
７１３ ブレッシングベル 牝３鹿 ５４ 木幡 初広岡田 牧雄氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド ４６２ ―１：３０．８� １３３．９
６１１ ローレルヘーシンク 牡３鹿 ５６ 的場 勇人 
ローレルレーシング 牧 光二 新冠 対馬 正 ５００ ―１：３１．０１� ８４．７�
２３ クライノート 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�日進牧場 岩戸 孝樹 浦河 日進牧場 ４６４ ―１：３１．８５ ２６．１�
３５ ダイワロード 牡３栗 ５６ 柴田 大知大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４９６ ―１：３１．９� ８．４�
４８ 	 コスモウィロー 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 米 IEAH Stables

& Partners ４７４ ―１：３２．８５ １４．２�
６１２ エーブバットマン 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次 
レーシングホース
ジャパン 手塚 貴久 浦河 大道牧場 ４７０ ―１：３３．４３� ４１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５３０，０００円 複勝： ２９，４２８，８００円 枠連： １５，００４，３００円

馬連： ５０，０７６，０００円 馬単： ３３，９７０，８００円 ワイド： ２０，１３８，２００円

３連複： ６１，７６８，３００円 ３連単： ９４，９５７，４００円 計： ３２４，８７３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ４４０円 � ２，２７０円 枠 連（２－７） ４，７７０円

馬 連 �� ９，８７０円 馬 単 �� １４，７３０円

ワ イ ド �� ２，７３０円 �� ４，８１０円 �� ２９，６５０円

３ 連 複 ��� ２１２，０３０円 ３ 連 単 ��� ４００，４５０円

票 数

単勝票数 計 １９５３００ 的中 � ５０６１９（２番人気）
複勝票数 計 ２９４２８８ 的中 � ７５５２３（１番人気）� １４９２５（８番人気）� ２４８２（１４番人気）
枠連票数 計 １５００４３ 的中 （２－７） ２３２４（２０番人気）
馬連票数 計 ５００７６０ 的中 �� ３７４８（２７番人気）
馬単票数 計 ３３９７０８ 的中 �� １７０２（４５番人気）
ワイド票数 計 ２０１３８２ 的中 �� １８４０（２７番人気）�� １０３１（４１番人気）�� １６５（１０３番人気）
３連複票数 計 ６１７６８３ 的中 ��� ２１５（２６７番人気）
３連単票数 計 ９４９５７４ 的中 ��� １７５（７５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．１―３６．２―４９．３―１：０２．４―１：１５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フルヒロボーイ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

２００９．５．９生 牡３鹿 母 スターオブジュニパー 母母 Good Luck Charm 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３８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３８頭 アポロダッシュ号・アンアヴェンジド号・オンワードモンタナ号・オータムカラー号・カラドリウス号・

クラウディーハート号・コーラストウショウ号・サクセスベルーナ号・サクラウィンビート号・サクラジーク号・
サトノフロンティア号・サンキュースマイル号・シャイニングモア号・スターライラック号・スペシャルリリー号・
セイントチャンス号・タカオキセキ号・デルマライジン号・トミケンクッカ号・ドラゴンアイリス号・
ニシノアイリス号・バチスカーフ号・パトリックスデイ号・パーフェクトダイヤ号・ヒラボクボス号・
ファイアーアゲン号・ファシネイト号・フェアリーライン号・ブルーメリディアン号・ポジティヴィズム号・
ミッキーハナコ号・ムーンリットスカイ号・ヤマニンパニエ号・ラヴィーズバード号・ラブソングフォナナ号・
ランドシャーク号・リアライズカレボ号・リネンロイヤル号

第１回 東京競馬 第４日



０３０３９ ２月５日 晴 良 （２４東京１）第４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

２３ ジャストジョーイ 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝�G１レーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４２４－ ６１：４１．０ ３．３�

７１４ タニセンヴォイス 牝３栗 ５４ 田辺 裕信染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４５０＋ ６１：４１．１� ８．８�
８１６ フジキラメキ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 前川 正美 ４６６± ０１：４１．２クビ ５．２�
３５ シャドウライフ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：４１．５２ ４．２�
４８ ユ キ ム ス メ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 ４１６－ ４ 〃 ハナ １６．１�
５１０ コスモディクタット 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 庄野牧場 ４３８＋ ８ 〃 ハナ １０６．８	
１２ フェスティヴラン 牝３芦 ５４ 岩田 康誠臼井義太郎氏 清水 英克 新冠 村本牧場 ４９４± ０１：４１．６� ４４．４

１１ ショウナンハッブル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４４０＋ ２１：４２．０２� ７１．６�
６１２ トラストネモフィラ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一菅波 雅巳氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４７８± ０１：４２．５３ ４８．６�
４７ チャイナキッス 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４９８＋１６１：４２．６� ２１．２
５９ ローゼズガーランド 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 ４６４－１６１：４２．８１� １０．７�
２４ ウエスタンジャンヌ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム ４４８－１４ 〃 ハナ ４６．１�
３６ セカンドペガサス 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次佐々木幸子氏 伊藤 圭三 新ひだか 漆原 哲雄 ４６４－ ６１：４３．３３ １１３．５�
７１３ エメラルポケット 牝３鹿 ５４ 木幡 初広高橋 勉氏 土田 稔 新ひだか 坂本 春雄 ４３０－ ４ 〃 ハナ １０１．５�
８１５ ピ ー ナ ツ 牝３栗 ５４ 石橋 脩小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 ４９６－ ６１：４４．０４ １４．０�
６１１ グラスリベラル 牝３栗 ５４ 的場 勇人半沢� 牧 光二 新ひだか 見上牧場 ４７４－１０１：４４．３２ ４２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９６６，９００円 複勝： ３７，９４４，１００円 枠連： １９，９８５，２００円

馬連： ６１，５９６，２００円 馬単： ３８，６６０，４００円 ワイド： ２７，７５８，４００円

３連複： ７８，５４０，９００円 ３連単： １１３，２６６，４００円 計： ４０１，７１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １７０円 � ２３０円 � １７０円 枠 連（２－７） １，７７０円

馬 連 �� ２，０４０円 馬 単 �� ３，２７０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ５１０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ３，１７０円 ３ 連 単 ��� １７，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２３９６６９ 的中 � ５８８２２（１番人気）
複勝票数 計 ３７９４４１ 的中 � ６５３７５（３番人気）� ３８９２２（４番人気）� ６５９８８（２番人気）
枠連票数 計 １９９８５２ 的中 （２－７） ８３４１（８番人気）
馬連票数 計 ６１５９６２ 的中 �� ２２３２５（８番人気）
馬単票数 計 ３８６６０４ 的中 �� ８７３９（１０番人気）
ワイド票数 計 ２７７５８４ 的中 �� ８８１０（９番人気）�� １３９２５（３番人気）�� １２５８８（５番人気）
３連複票数 計 ７８５４０９ 的中 ��� １８２９７（９番人気）
３連単票数 計１１３２６６４ 的中 ��� ４８５６（２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．８―３６．３―４９．３―１：０２．３―１：１４．９―１：２７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャストジョーイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１２．１８ 中山３着

２００９．２．１０生 牝３芦 母 バースデイローズ 母母 エリザベスローズ ３戦１勝 賞金 ７，５５０，０００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。
（非抽選馬） ４頭 デアリングプライド号・パイライトパワー号・ブレイブレディ号・レディーピース号

０３０４０ ２月５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４東京１）第４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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

５８ ヒカリキャピタル 牡４鹿 ５９ 石神 深一�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 ４５０＋ ２３：２５．９ ３０．５�

８１４� パラダイムシフト 牡５黒鹿６０ 草野 太郎池谷 誠一氏 萩原 清 米 Brookdale Thor-
oughbreds LLC ４５２＋ ８３：２７．３９ ４１．０�

５７ ニシノファブレッド 牡４鹿 ５９ 穂苅 寿彦福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 ４９４＋ ８３：２７．６１� ４９．０�
４６ � ホウザンドラゴン �６青鹿６０ 山本 康志加藤 豊三氏 菊沢 隆徳 むかわ 清水ファーム ５００－ ２３：２７．８１	 ８．６�
４５ アンブロークン �７青鹿６０ 金子 光希広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７０－ ２３：２８．２２
 １７．５�
７１１ マ サ デ パ ン 牡４黒鹿５９ 大庭 和弥加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 ４７０＋ ６ 〃 アタマ ２２４．６�
６９ � モ ル エ ラ ン �７青鹿６０ 柴田 大知 	ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 ４７６＋ ２３：２８．３クビ ２．０

３４ ブライティアアース 牝４栗 ５７ 蓑島 靖典小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 ５０４＋ ２ 〃 アタマ ４５．９�
６１０ トレノユーボウ �５黒鹿６０ 横山 義行廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５２２＋１０３：２８．５１	 ４．５�
８１３ ヴィーヴァシャトル 牡６栗 ６０ 大江原 圭芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ５０６－ ４ 〃 アタマ ７．２
２２ ジャンピンジャック 牡４鹿 ５９ 高野 和馬佐々木 徹氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム ４８８± ０３：２８．６クビ ８８．２�
７１２ シルクタイタン 牡６黒鹿６０ 平沢 健治有限会社シルク古賀 慎明 日高 ヤナガワ牧場 ４８４＋１０３：２９．５５ ８１．０�
１１ マイネルプルート 牡８黒鹿６０ 水出 大介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 門別 庄野牧場 ４９２＋１２３：３１．２大差 １１．６�
３３ � クリノマドンナ 牝４鹿 ５７ 池崎 祐介栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 山野牧場 ４３６＋ ２３：３７．９大差 ２１３．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，８６６，９００円 複勝： ２１，８４６，４００円 枠連： １７，８５７，３００円

馬連： ４３，２０２，４００円 馬単： ３１，９３０，７００円 ワイド： １８，５６５，７００円

３連複： ５７，７２１，９００円 ３連単： ９７，８５４，５００円 計： ３０６，８４５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０５０円 複 勝 � ９００円 � １，０５０円 � ９７０円 枠 連（５－８） ３，３６０円

馬 連 �� ３１，９５０円 馬 単 �� ７９，８９０円

ワ イ ド �� ９，０９０円 �� ５，６９０円 �� １０，２９０円

３ 連 複 ��� ２２９，０３０円 ３ 連 単 ��� １，６４１，２９０円

票 数

単勝票数 計 １７８６６９ 的中 � ４６２６（７番人気）
複勝票数 計 ２１８４６４ 的中 � ６４８４（８番人気）� ５４５１（１０番人気）� ５９５１（９番人気）
枠連票数 計 １７８５７３ 的中 （５－８） ３９２９（９番人気）
馬連票数 計 ４３２０２４ 的中 �� ９９８（５５番人気）
馬単票数 計 ３１９３０７ 的中 �� ２９５（１０８番人気）
ワイド票数 計 １８５６５７ 的中 �� ５０２（５７番人気）�� ８０６（４６番人気）�� ４４３（５８番人気）
３連複票数 計 ５７７２１９ 的中 ��� １８６（２２５番人気）
３連単票数 計 ９７８５４５ 的中 ��� ４４（１２７１番人気）

上り １マイル １：４７．０ ４F ５１．４－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒカリキャピタル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Woodman デビュー ２０１１．１．３０ 東京１着

２００８．４．１０生 牡４鹿 母 サスペンスクイーン 母母 Crystal Cup 障害：１戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ノーブルエース号



０３０４１ ２月５日 晴 良 （２４東京１）第４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

２４ クリールカイザー 牡３栗 ５６ 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４５８－ ２１：４９．０ ３．４�

１１ ラウンドロビン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春諸江 幸祐氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４４０＋ ８ 〃 クビ １１．３�
２３ シルバーレイショウ 牡３芦 ５６ T．クウィリー池谷 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 ５１４－ ２１：４９．５３ １６．２�
（英）

７１４ フミノポールスター 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 浦河 小林 仁 ４９２－ ８ 〃 クビ ２６．９�
７１３� コスモグランデール 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 米

Flaxman Holdings
Limited, EDY SRL
and GEM SRL

４６６－ ６１：４９．７１� ３．５�
５９ ブリングスザサン 牡３黒鹿５６ 田中 博康 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：４９．８クビ ２７．７	
１２ ガ ニ オ ン 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 福田牧場 ４３４－１２１：５０．０１� ７９．６

８１６ トウカイクオーレ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４５４± ０１：５０．２１� ９．８�
４７ � ナスノシベリウス 牝３芦 ５４ 横山 典弘�須野牧場 和田 正道 米

B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

５１２－ ２１：５０．３� １５．０
５１０ ショウナンラピス 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム ４６６＋ ６１：５０．４	 ３２．１�
３６ マイクリスタル 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 浦河 木戸口牧場 B４５２－ ２１：５０．５� １８３．６�
６１２� ダディーズクール 牡３栗 ５６ 蛯名 正義加藤 守氏 中竹 和也 米 Ocala Stud ４５６－ ８１：５０．７１� ６．２�
３５ クリノエルヴィス 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 斉藤スタッド ５０４＋ ８１：５０．８� ２２１．８�
６１１ ジャストザハピネス 牝３黒鹿５４ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３４± ０ 〃 クビ ２０．７�
８１５ ジョウノアラン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 ４２０－ ２１：５０．９クビ ６１．８�
４８ スカイアート 牝３栗 ５４ 田辺 裕信�大樹ファーム 伊藤 圭三 大樹 大樹ファーム B４５６－ ４１：５１．１１� １８０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４７８，５００円 複勝： ４６，６２８，１００円 枠連： ２０，８９９，１００円

馬連： ７３，７４３，３００円 馬単： ４５，０５６，５００円 ワイド： ３１，９０３，１００円

３連複： ９１，８４２，１００円 ３連単： １４０，１９０，４００円 計： ４７４，７４１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ３１０円 � ４５０円 枠 連（１－２） １，４８０円

馬 連 �� １，８９０円 馬 単 �� ２，８７０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� １，０３０円 �� １，９９０円

３ 連 複 ��� ９，４２０円 ３ 連 単 ��� ３５，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２４４７８５ 的中 � ５８１２５（１番人気）
複勝票数 計 ４６６２８１ 的中 � １０１９１３（２番人気）� ３５７２１（５番人気）� ２２３９０（７番人気）
枠連票数 計 ２０８９９１ 的中 （１－２） １０４５８（６番人気）
馬連票数 計 ７３７４３３ 的中 �� ２８９４３（６番人気）
馬単票数 計 ４５０５６５ 的中 �� １１６２０（９番人気）
ワイド票数 計 ３１９０３１ 的中 �� １２４２１（５番人気）�� ７６０８（９番人気）�� ３７９９（２６番人気）
３連複票数 計 ９１８４２１ 的中 ��� ７１９８（２９番人気）
３連単票数 計１４０１９０４ 的中 ��� ２９３７（９４番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．６―１２．０―１２．４―１２．８―１２．８―１１．４―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．８―３６．８―４９．２―１：０２．０―１：１４．８―１：２６．２―１：３７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．２

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

勝馬の
紹 介

クリールカイザー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２０１１．１１．１９ 東京２着

２００９．５．８生 牡３栗 母 スマイルコンテスト 母母 コクトビューティー ４戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔制裁〕 クリールカイザー号の騎手吉田豊は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（５番・６番への進路影響）

シルバーレイショウ号の騎手T．クウィリーは，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金１０，０００円。（９番・１３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。

０３０４２ ２月５日 晴 良 （２４東京１）第４日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・左）

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

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５５ ジョングルール 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０４－ ２２：２７．８ １．７�

８８ ミヤビアミュレット 牡３青鹿５６ 田辺 裕信村上 義勝氏 小島 茂之 日高 浜本牧場 ４７６－ ２２：２８．３３ ３．５�
７７ レッドフォルツァ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４８２＋ ６２：２８．４クビ ６．４�
２２ ヒシマーベラス 牝３青 ５４ 田中 勝春阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４７２－ ４２：２８．６１� ５２．３�
１１ キープビリービング 牡３黒鹿５６ 武士沢友治�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４７６± ０２：２８．８１� １７．６�
６６ ステアトゥヘヴン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ５３２＋１２ 〃 クビ ７．０	
３３ ジャングルスター 牡３鹿 ５６ 柴田 大知冨沢 敦子氏 畠山 重則 日高 石原牧場 ５５４＋ ２２：３０．２９ １５７．０

４４ � モルフェフォレスト 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太並河賢一郎氏 大江原 哲 新ひだか 坂本 智広 ４４６± ０２：３２．７大差 １９５．７�

（８頭）

売 得 金

単勝： ３３，４６５，６００円 複勝： ５８，７０８，５００円 枠連： 発売なし

馬連： ５７，４６２，４００円 馬単： ５２，５６９，９００円 ワイド： ２１，３２９，４００円

３連複： ５８，３８７，２００円 ３連単： ２０６，６８６，０００円 計： ４８８，６０９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １４０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２３０円 馬 単 �� ３６０円

ワ イ ド �� １４０円 �� １６０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ３２０円 ３ 連 単 ��� ７９０円

票 数

単勝票数 計 ３３４６５６ 的中 � １５５８２４（１番人気）
複勝票数 計 ５８７０８５ 的中 � ３６４２６９（１番人気）� ８１７４１（２番人気）� ５２４３６（３番人気）
馬連票数 計 ５７４６２４ 的中 �� １８５８８１（１番人気）
馬単票数 計 ５２５６９９ 的中 �� １１０１２４（１番人気）
ワイド票数 計 ２１３２９４ 的中 �� ４６９４７（１番人気）�� ３５９２９（２番人気）�� １５９１６（４番人気）
３連複票数 計 ５８３８７２ 的中 ��� １３６４６３（１番人気）
３連単票数 計２０６６８６０ 的中 ��� １９３９１８（１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１２．５―１３．０―１２．５―１２．９―１３．０―１３．０―１２．６―１１．３―１１．１―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２４．３―３６．８―４９．８―１：０２．３―１：１５．２―１：２８．２―１：４１．２―１：５３．８―２：０５．１―２：１６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．０
１
３
８（１，２）６－７，５＝３－４
８，６，２（１，７）５－３－４

２
４
８（２，６）１－７－５＝３＝４・（８，６）（２，７）（１，５）－３－４

勝馬の
紹 介

ジョングルール �

父 ディープインパクト �


母父 Storm Cat デビュー ２０１１．１２．１７ 中山１着

２００９．５．４生 牡３黒鹿 母 デルモニコキャット 母母 Glass Ceiling ３戦２勝 賞金 １７，９１８，０００円



０３０４３ ２月５日 晴 良 （２４東京１）第４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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

１１ � ジャパンプライド 牡４鹿 ５７ 横山 典弘星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 ４６４＋ ２１：２６．０ ３．７�

２４ シグナルストーン 牝４黒鹿５５ 和田 竜二森 保彦氏 清水 久詞 新冠 松浦牧場 ４５２－ ２１：２６．６３� ４９．９�
２３ シャイニーデザート 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５３８－ ４１：２６．７	 １６．５�
４７ � オメガブルーベリー 牝５栗 ５５ 石橋 脩原 
子氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：２６．９１� ６３．０�
５１０ アルベルティ 牡４鹿 ５７ T．クウィリー 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 ５１８＋１０１：２７．０クビ ７．８�
（英）

１２ ノボシャンパーニュ 牝５栗 ５５ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ５１２＋１６１：２７．２１� ６７．３�
８１５� フランキンセンス 牡５鹿 ５７ 内田 博幸加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム ５４６＋ ２１：２７．３� ３．７	
３５ マ カ リ オ ス 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝 
社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４１：２７．４� １１．１�
４８ エイコオウイング 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４７２＋ ４１：２７．５クビ ５．４�
３６ ゲンパチマイラヴ 牝４栗 ５５

５２ ▲平野 優平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９２＋１０１：２７．６	 ２２３．９
７１３� サーストンサラ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広齊藤 宣勝氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 ４７８－１０１：２７．９１	 ２９．３�
７１４ ホローポイント 牡５芦 ５７ 岩田 康誠 
社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３０＋ ８ 〃 ハナ １３．８�
５９ ラブミーダン 牝４黒鹿５５ 吉田 豊小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 林 孝輝 B４７０＋１２１：２８．０クビ ２７１．５�
８１６� ワイズチェアマン �４鹿 ５７ 田中 博康小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５０２＋ ６１：２８．３１	 ８６．４�
６１２ ハーティンハート 牡５栗 ５７ 田辺 裕信臼田 浩義氏 上原 博之 日高 日高大洋牧場 ５３４＋ ６１：２８．４	 １４．０�
６１１ ダイメイジャパン 牝４青 ５５ 小林 淳一宮本 孝一氏 石栗 龍彦 日高 横井 哲 ４３６± ０１：３１．８大差 ５２０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，６９０，８００円 複勝： ４４，５６１，８００円 枠連： ２１，５４３，５００円

馬連： ９１，０３１，９００円 馬単： ５２，０５５，２００円 ワイド： ３４，７４４，９００円

３連複： １０４，４５７，４００円 ３連単： １６１，９７６，１００円 計： ５４０，０６１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � ２００円 � １，０８０円 � ３９０円 枠 連（１－２） １，９２０円

馬 連 �� ９，２８０円 馬 単 �� １４，６２０円

ワ イ ド �� ２，８７０円 �� １，２００円 �� ４，１４０円

３ 連 複 ��� ２４，５７０円 ３ 連 単 ��� １４８，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２９６９０８ 的中 � ６４３０７（２番人気）
複勝票数 計 ４４５６１８ 的中 � ７４６６１（３番人気）� ８９４２（１１番人気）� ２９１４１（６番人気）
枠連票数 計 ２１５４３５ 的中 （１－２） ８３２２（８番人気）
馬連票数 計 ９１０３１９ 的中 �� ７２４３（３１番人気）
馬単票数 計 ５２０５５２ 的中 �� ２６２８（５４番人気）
ワイド票数 計 ３４７４４９ 的中 �� ２９５４（３４番人気）�� ７３６２（１４番人気）�� ２０３２（４４番人気）
３連複票数 計１０４４５７４ 的中 ��� ３１３８（７２番人気）
３連単票数 計１６１９７６１ 的中 ��� ８０４（４１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．９―３５．９―４８．３―１：００．７―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャパンプライド �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Kingmambo

２００８．４．２５生 牡４鹿 母 クイーンエタニティ 母母 チコリーベル ８戦１勝 賞金 １５，０８０，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイメイジャパン号は，平成２４年３月５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 セイカフォルテ号・ダノンゲットウィン号・デュアルサクセス号・ハヤブサエミネンス号・リンドブルム号
※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。

０３０４４ ２月５日 晴 良 （２４東京１）第４日 第８競走 ��２，１００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

３５ � フォンテーヌブロー 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４９６－ ２２：１４．０ ５．９�

４８ パ ン ジ ャ 牡４青鹿５６ T．クウィリー深澤 朝房氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５１６＋１４２：１４．１� １０．６�
（英）

６１２ バンダムミラージュ 牡４黒鹿５６ 北村 宏司山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 B４９６＋１６２：１４．３１� ３４．４�
３６ タイソンバローズ 牡４栗 ５６ 和田 竜二猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４６６－ ２２：１４．６１� １８．５�
５９ ヴァルディヴィア 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成 �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 ５１６－ ２２：１４．８１� ９．１�
６１１ シベリアンファクト 牡５栗 ５７ 田辺 裕信藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４７６－ ８２：１４．９クビ ２９．０�
７１４ デ ミ チ ン タ 牡４鹿 ５６ 横山 典弘加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ ４６６± ０２：１５．１１� ４８．９	
７１３ ローレルキングダム 牡４栗 ５６ 田中 勝春 
ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 ４８０＋ ４ 〃 アタマ ２．３�
１２ ニ ー ロ 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次佐々木 勇氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ５５４± ０２：１５．３１ ２６．１�
２３ オリオンザアルファ 牡５黒鹿５７ 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４７８－ ４２：１５．７２� ４４．３
４７ ウエスタンブラボー 牡５青鹿５７ 柴田 善臣西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４７６－ ２２：１５．８クビ ４０．０�
１１ シャドウブルース 牡８鹿 ５７ 福永 祐一飯塚 知一氏 尾関 知人 追分 追分ファーム B５０６＋ １２：１６．１２ １０３．３�
８１５ エーブフウジン 牡４栗 ５６ 蛯名 正義 
レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４８２＋ ６２：１６．４１� ２１．０�
２４ アールシネマスタア 牡４栗 ５６ 内田 博幸星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４９８＋１２２：１６．５クビ ８．１�
５１０ ジェットヴォイス 牡５鹿 ５７ 木幡 初広本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 B４９６± ０２：１６．６� ２７．２�
８１６ ベルモントメジャー 牡４鹿 ５６ 津村 明秀 �ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム ５４０＋ ７２：１７．１３ ２３９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，２６９，２００円 複勝： ５４，８２６，１００円 枠連： ３２，０３２，９００円

馬連： １００，８５７，４００円 馬単： ６０，０４２，９００円 ワイド： ４１，１１３，５００円

３連複： １２１，０３２，９００円 ３連単： １８８，３５４，５００円 計： ６３２，５２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２１０円 � ４２０円 � ９５０円 枠 連（３－４） １，７４０円

馬 連 �� ３，２９０円 馬 単 �� ６，５６０円

ワ イ ド �� １，２７０円 �� ３，２６０円 �� ４，３４０円

３ 連 複 ��� ４５，４８０円 ３ 連 単 ��� ２３１，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３４２６９２ 的中 � ４６５５６（２番人気）
複勝票数 計 ５４８２６１ 的中 � ８７５９８（２番人気）� ３２５１６（５番人気）� １２７７８（１４番人気）
枠連票数 計 ３２０３２９ 的中 （３－４） １３５９７（８番人気）
馬連票数 計１００８５７４ 的中 �� ２２６８７（１１番人気）
馬単票数 計 ６００４２９ 的中 �� ６７６２（２２番人気）
ワイド票数 計 ４１１１３５ 的中 �� ８１７９（１３番人気）�� ３０７６（３３番人気）�� ２２９７（５０番人気）
３連複票数 計１２１０３２９ 的中 ��� １９６４（１３７番人気）
３連単票数 計１８８３５４５ 的中 ��� ６００（６７４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．３―１８．９―３１．５―４４．３―５７．１―１：１０．１―１：２２．７―１：３５．４―１：４８．０―２：００．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フォンテーヌブロー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ダンスインザダーク

２００８．３．２１生 牡４黒鹿 母 キタノシラユリ 母母 ハシノサライ １６戦１勝 賞金 １９，９００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 イキナヤツ号・メジロコウミョウ号
※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。



０３０４５ ２月５日 晴 良 （２４東京１）第４日 第９競走 ��
��１，６００�テ レ ビ 山 梨 杯

発走１４時３５分 （芝・左）

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

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

２２ サトノタイガー 牡４黒鹿５７ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４６８＋１０１：３３．６ １１．５�

５９ ハングリージャック 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：３３．７� ２．６�
２３ フルアクセル 牡４栗 ５７ 福永 祐一山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８２＋１０１：３４．０１� ３．８�
３４ モンテアルベルト 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９８－ ２ 〃 ハナ １５．０�
８１４ バウンシングライト 牡７栗 ５７ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ５０２＋１６１：３４．３２ ９５．６�
５８ ツクバコガネオー �４栗 ５７ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５２０＋ ２ 〃 アタマ ５３．８�
７１３ ヒシカツジェームス 牡５栗 ５７ 田辺 裕信阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４７８＋ ２ 〃 ハナ ６．０	
７１２ オメガブレイン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸原 	子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２１：３４．６１� １３．０

１１ ダブルレインボー 牡６栗 ５７ 岩田 康誠吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４９６＋１０ 〃 ハナ １０６．６�
４６ サ ト ノ オ ー 牡４芦 ５７ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４６６＋ ２１：３４．７
 ９．３�
４７ メジロマリアン 牝６芦 ５５ 柴田 大知岩� 伸道氏 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４９６＋ ２ 〃 ハナ ３２０．３
８１５ オルトリンデ 牝６栗 ５５ 田中 勝春 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４１：３４．８� ３６．６�
３５ シンボリカージナル 牡６鹿 ５７ T．クウィリーシンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４９８＋ ４１：３４．９
 １８７．８�

（英）

６１１ レインスティック 牡５栗 ５７ 三浦 皇成 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：３５．１１ ５４．２�
６１０� サ バ ー ス �７鹿 ５７ 横山 典弘吉田 和美氏 栗田 徹 早来 ノーザンファーム ４７８－ ６１：３５．２
 １９９．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４６，０４９，２００円 複勝： ８０，８２６，９００円 枠連： ３５，３３２，８００円

馬連： １５２，１１２，４００円 馬単： ８８，５９４，５００円 ワイド： ５３，０６０，１００円

３連複： １６６，３０８，８００円 ３連単： ３１７，８６３，２００円 計： ９４０，１４７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ２５０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（２－５） ３２０円

馬 連 �� １，３３０円 馬 単 �� ３，７５０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ５９０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� １，３５０円 ３ 連 単 ��� １２，７９０円

票 数

単勝票数 計 ４６０４９２ 的中 � ３１７８７（５番人気）
複勝票数 計 ８０８２６９ 的中 � ５９１８４（５番人気）� ２１８９２２（１番人気）� １６３８６９（２番人気）
枠連票数 計 ３５３３２８ 的中 （２－５） ８１８５９（１番人気）
馬連票数 計１５２１１２４ 的中 �� ８４８８９（４番人気）
馬単票数 計 ８８５９４５ 的中 �� １７４５５（１３番人気）
ワイド票数 計 ５３０６０１ 的中 �� ２２０６０（５番人気）�� １９２５５（８番人気）�� ８８１９８（１番人気）
３連複票数 計１６６３０８８ 的中 ��� ９１４４９（２番人気）
３連単票数 計３１７８６３２ 的中 ��� １８３４５（２７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１１．２―１１．４―１１．７―１１．４―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３５．４―４６．８―５８．５―１：０９．９―１：２１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．１
３ ４－７－２，９（３，５，１２）１５（１，６，１０）１４（８，１１）１３ ４ ４＝７－２，９（３，１２）５（１，１５）（６，１０）１４（８，１１，１３）

勝馬の
紹 介

サトノタイガー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．１１ 札幌１１着

２００８．４．１５生 牡４黒鹿 母 ファビラスターン 母母 カッティングエッジ １３戦３勝 賞金 ４８，１７９，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０３０４６ ２月５日 晴 良 （２４東京１）第４日 第１０競走 ��
��２，４００�

そうしゅん

早春ステークス
発走１５時１０分 （芝・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

２２ ギュスターヴクライ 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４９０＋ ８２：２６．７ ２．８�

５８ ダ コ ー ル 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６－ ２２：２６．８� ４．０�
１１ トウカイオーロラ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４８８＋ ４２：２６．９� ２６．４�
３４ オーシャンブルー 牡４鹿 ５６ 福永 祐一青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４３４－ ６２：２７．０� １１．０�
６１０ ノ ー ス テ ア 	４栗 ５６ 三浦 皇成山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５３８＋ ８ 〃 クビ ５．０�
３３ マコトギャラクシー 牡５栃栗５７ 吉田 豊尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４６６－ ２２：２７．１� １１．６	
６９ ラヴェルソナタ 牡４鹿 ５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５３８＋ ６ 〃 クビ １３．０

４６ ザサンデーフサイチ 牡８黒鹿５７ 田中 勝春林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５２２－ ６２：２７．６３ １０４．４�
７１１ サイモントルナーレ 牡６栗 ５７ 石橋 脩澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４７０＋ ４２：２７．７� １１３．４�
８１４ フミノヤマビコ 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４７２－ ２２：２７．８� １１７．４
８１３ メイショウドンタク 牡６黒鹿５７ 柴田 善臣松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 ４９８－ ４２：２７．９� １６．０�
７１２ ドリームセーリング 牡５栗 ５７ 荻野 琢真セゾンレースホース� 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４７４＋ ２２：２８．０クビ ２５．９�
５７ ハッピーパレード 牝６黒鹿５５ 後藤 浩輝馬場 幸夫氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４７０＋１０２：２８．４２� ７９．２�
４５ ヒシセンチュリー 牡６栗 ５７ T．クウィリー阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット B５１２－ ２２：２８．８２� ８０．９�

（英）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５３，１３９，４００円 複勝： ８３，３１４，５００円 枠連： ４１，２９７，４００円

馬連： １８８，９６８，５００円 馬単： １０３，５４２，６００円 ワイド： ６０，９７９，０００円

３連複： ２１３，３６９，６００円 ３連単： ３９６，５３９，６００円 計： １，１４１，１５０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ４６０円 枠 連（２－５） ５５０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� １，０９０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ４，２６０円 ３ 連 単 ��� １６，２５０円

票 数

単勝票数 計 ５３１３９４ 的中 � １５３１３９（１番人気）
複勝票数 計 ８３３１４５ 的中 � ２００９５４（１番人気）� １５８４２５（２番人気）� ３２２８３（８番人気）
枠連票数 計 ４１２９７４ 的中 （２－５） ５６１３８（２番人気）
馬連票数 計１８８９６８５ 的中 �� ２４５９０７（１番人気）
馬単票数 計１０３５４２６ 的中 �� ７１４０９（１番人気）
ワイド票数 計 ６０９７９０ 的中 �� ６８３５５（１番人気）�� １２６４８（１７番人気）�� ９０４６（２０番人気）
３連複票数 計２１３３６９６ 的中 ��� ３６９８８（１４番人気）
３連単票数 計３９６５３９６ 的中 ��� １８０１６（４４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１２．１―１３．１―１３．１―１３．０―１２．８―１２．４―１１．９―１１．５―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２３．７―３５．８―４８．９―１：０２．０―１：１５．０―１：２７．８―１：４０．２―１：５２．１―２：０３．６―２：１４．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギュスターヴクライ �
�
父 ハーツクライ �

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

２００８．３．２１生 牡４黒鹿 母 ファビラスラフイン 母母 Mercalle １４戦４勝 賞金 ６９，８５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



０３０４７ ２月５日 晴 良 （２４東京１）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第６２回東 京 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左）
４歳以上；負担重量は，日本馬：５６�，牝馬２�減，収得賞金３，０００万円超過馬は超過
額２，０００万円毎１�増，�：５６�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�
増，GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

中日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

３５ ガ ル ボ 牡５青 ５６ 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４８２－ ４１：３２．８ １６．８�

３６ コスモセンサー 牡５栗 ５６ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ５１０＋ ２ 〃 クビ ６．７�
４７ ヒットジャポット 牡５黒鹿５６ 後藤 浩輝西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４９６± ０１：３３．２２� １４．９�
２４ フミノイマージン 牝６鹿 ５６ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４８０＋ ８ 〃 クビ １８．９�
６１２ ダノンシャーク 牡４鹿 ５６ 内田 博幸�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４３８－ ４１：３３．３クビ ４．４�
７１３ ミッキードリーム 牡５栗 ５６ 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７６－１０１：３３．４� １２．９	
５１０ フレールジャック 牡４鹿 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３０－ ２１：３３．５クビ ５．０

８１５ マイネルラクリマ 牡４栗 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 ４８０± ０ 〃 アタマ ８．６�
５９ ブリッツェン 牡６鹿 ５６ 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ６０．４�
４８ アスカクリチャン 牡５鹿 ５６ 田中 勝春上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４８８－１０１：３３．６クビ ４０．０
１２ ゴールスキー 牡５黒鹿５６ 北村 宏司 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム ４８０± ０１：３３．９１	 ４５．６�
２３ キングストリート 牡６鹿 ５６ 三浦 皇成河� 五市氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 ４８４－ ６１：３４．１１� １５５．４�
７１４ サダムパテック 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８－ ２１：３４．２	 ５．３�
１１ セイカアレグロ 牡７鹿 ５６ 武士沢友治久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５３０－ ６ 〃 アタマ ４４９．１�
８１６ アドマイヤロイヤル 牡５鹿 ５６ 田辺 裕信近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１６－ ４１：３５．４７ ８８．６�
６１１ スマイルジャック 牡７黒鹿５８ 横山 典弘齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４９６＋ ４１：３５．６１
 ２７．９�

（１６頭）

売 得 金
単勝： １７８，６６４，４００円 複勝： ２９４，４８８，７００円 枠連： １６２，８５６，９００円 馬連： ８８６，２８９，６００円 馬単： ４１４，６２６，９００円

ワイド： ２７５，２６５，９００円 ３連複： １，１５６，１８８，０００円 ３連単： ２，０８１，１１９，６００円 ５重勝： ９５９，９０５，９００円 計： ６，４０９，４０５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６８０円 複 勝 � ３８０円 � ３００円 � ３８０円 枠 連（３－３） ３，７８０円

馬 連 �� ３，７２０円 馬 単 �� ９，８３０円

ワ イ ド �� １，０２０円 �� １，３１０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ９，４３０円 ３ 連 単 ��� ６５，０４０円

５ 重 勝
対象競走：京都１０R／東京１０R／小倉１１R／京都１１R／東京１１R

キャリーオーバー なし����� ２２３，２００円

票 数

単勝票数 計１７８６６４４ 的中 � ８３８９３（８番人気）
複勝票数 計２９４４８８７ 的中 � ２０２０８８（６番人気）� ２７６２３８（５番人気）� １９９８２１（７番人気）
枠連票数 計１６２８５６９ 的中 （３－３） ３１８８０（１８番人気）
馬連票数 計８８６２８９６ 的中 �� １７６０５１（１４番人気）
馬単票数 計４１４６２６９ 的中 �� ３１１５４（４１番人気）
ワイド票数 計２７５２６５９ 的中 �� ６７３１２（９番人気）�� ５１５５８（１５番人気）�� ５０６４０（１６番人気）
３連複票数 計１１５６１８８０ 的中 ��� ９０５６３（３１番人気）
３連単票数 計２０８１１１９６ 的中 ��� ２３６１５（２２３番人気）
５重勝票数 計９５９９０５９ 的中 ����� ３１７４

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．１―４６．９―５８．６―１：０９．７―１：２１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ル ボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００９．７．２６ 札幌９着

２００７．５．５生 牡５青 母 ヤマトダマシイ 母母 ハ ハ ゴ ゼ ン ２２戦３勝 賞金 １６６，５４７，０００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。
（非抽選馬） ５頭 ツクバホクトオー号・マイネルクラリティ号・ランチボックス号・ロビンフット号・ワイルドラズベリー号

０３０４８ ２月５日 晴 良 （２４東京１）第４日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （ダート・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５９ パワースポット 牝４鹿 ５５ 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 ４６８－ ２１：３７．８ ５．３�

７１４ テクニカルラン 牝６鹿 ５５ 福永 祐一吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４２８－ ２ 〃 クビ ３．４�
４８ クラリスピンク 牝４青 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：３８．５４ ２６．２�
３５ ヤマニンミミック 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４８４－ ４１：３８．８１� ７０．２�
２３ クローバーリーフ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６０－ ６１：３９．２２� ３．９�
２４ トウカイライフ 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４３６± ０ 〃 クビ １４．０�
５１０ マドモアゼルノン 牝５黒鹿５５ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４５８＋ ４１：３９．３クビ ４７２．８	
４７ ウォンビーロング 牝５鹿 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 B４８４± ０１：３９．４� １５．１

１２ リープオブフェイス 牝５芦 ５５ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム ４７２－ ２ 〃 クビ ８．６�
６１１ アプレレクール 牝４青鹿５５ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４４４－ ６１：４０．２５ １０．０
８１５ ケイジーシオン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優鹿倉 勝�氏 宗像 義忠 浦河 梅田牧場 ４７６± ０１：４０．４１� ２４４．７�
１１ ユメノトキメキ 牝５鹿 ５５ 和田 竜二諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４８６± ０１：４０．７２ ５３．６�
３６ アイアムノココロ 牝５青鹿５５ T．クウィリー堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４０＋ ３１：４０．８� ９９．８�

（英）

８１６ ホクトスワン 牝６黒鹿５５ 田中 勝春布施 光章氏 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム B４７０＋ ４１：４１．０１ ８３．２�
６１２	 ペンテシレイア 牝５黒鹿５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ５２８＋ ６１：４１．４２� ２０．１�
７１３ ナンヨークイーン 牝６鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B４５２＋ ２１：４１．５� ７０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７３，１３５，６００円 複勝： １０６，８６０，２００円 枠連： ５９，８５４，２００円

馬連： ２１９，７９９，０００円 馬単： １１８，３７５，３００円 ワイド： ８１，７０６，０００円

３連複： ２６９，１９６，８００円 ３連単： ５１３，８６４，８００円 計： １，４４２，７９１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２００円 � １６０円 � ５１０円 枠 連（５－７） １，０２０円

馬 連 �� ９８０円 馬 単 �� ２，１３０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ２，３１０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� ８，９１０円 ３ 連 単 ��� ４０，１００円

票 数

単勝票数 計 ７３１３５６ 的中 � １０９６０４（３番人気）
複勝票数 計１０６８６０２ 的中 � １４４００２（３番人気）� ２２８２７９（１番人気）� ４１１５１（９番人気）
枠連票数 計 ５９８５４２ 的中 （５－７） ４３４３２（３番人気）
馬連票数 計２１９７９９０ 的中 �� １６６５２３（２番人気）
馬単票数 計１１８３７５３ 的中 �� ４１２０１（５番人気）
ワイド票数 計 ８１７０６０ 的中 �� ４９７７４（２番人気）�� ８２２６（２７番人気）�� １２９４６（２０番人気）
３連複票数 計２６９１９６８ 的中 ��� ２２３１９（２９番人気）
３連単票数 計５１３８６４８ 的中 ��� ９４５９（１２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３４．８―４６．８―５９．４―１：１２．４―１：２４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．４
３ １２（１，７，１６）（１０，１５，１３）３（１１，６）１４（２，５）４－８，９ ４ １２，７（１，１６）（１０，１３）（３，１１）６（２，１５，１４）（４，５）－８－９

勝馬の
紹 介

パワースポット �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１１．４．２ 阪神６着

２００８．４．１６生 牝４鹿 母 セクシーシューズ 母母 ベルパローレ ７戦３勝 賞金 ２１，７００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（２４東京１）第４日 ２月５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

２４３，７６０，０００円
２，０８０，０００円
５，８５０，０００円
１，７１０，０００円
２２，２１０，０００円
６１，９１１，０００円
５，６００，８００円
１，７１８，４００円

勝馬投票券売得金
５５５，３４１，２００円
８９５，６７３，８００円
４４５，９３８，３００円
１，９８２，２９７，８００円
１，０７８，１２２，４００円
６９１，１６３，５００円
２，４５５，８１７，５００円
４，４３８，４９３，０００円
９５９，９０５，９００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
５ 重 勝
計 １３，５０２，７５３，４００円

総入場人員 ３４，６８６名 （有料入場人員 ３２，９５９名）


