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０３０４９ ２月１１日 晴 稍重 （２４東京１）第５日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

３６ ニットウビクトリー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�日東牧場 松山 康久 浦河 日東牧場 ４７４± ０１：２７．７ ６．２�

７１４ ガッダムアスカ 牝３芦 ５４ 石橋 脩神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４４６－ ２ 〃 ハナ ４．３�
５１０ ストロングティラノ 牡３芦 ５６ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ５００＋ ６１：２７．８� ５．２�
４８ ブルーイングリーン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４９０＋１６１：２８．３３ ７．０�
２４ ブランドマックス 牡３黒鹿５６ 田中 博康榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別 正 ４６６＋ ２１：２８．５１� ３７．６�
６１２ トウカイライト 牡３栗 ５６ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 浦河 谷川牧場 ４４８± ０１：２８．８２ １２５．４	
７１３ プ ラ タ ン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知�錦岡牧場 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４５４－ ４ 〃 ハナ １９．０

１１ ラ ン ザ ン 牡３栗 ５６ 中谷 雄太中村 政勝氏 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 ４８４－ ４１：２９．１１� ２６．９�
８１６ ミヤビガーリッシュ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 大成牧場 ４８２－１０１：２９．４１� ８．１�
８１５ ヒヤマサンデー 牡３黒鹿５６ 木幡 初広篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４９０－ ８１：２９．９３ ４８．３
４７ サクラスプレンダー 牡３栗 ５６ T．クウィリー�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ４５４＋１８１：３０．０� １５．２�

（英）

２３ フクノサンデー 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲平野 優小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 ４７４＋２０ 〃 ハナ ５１．０�

６１１ カイザーセブン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義三宅 正義氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：３０．３１� ９．７�
５９ コウヨウビーナス 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 ４４８ ―１：３０．８３ １７．７�
１２ ノーネームホース 牡３黒鹿５６ 丸山 元気山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド B４８６＋ ４１：３０．９� １１７．１�
３５ ラブファンディ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治オールラブクラブ 南田美知雄 日高 坂口 豊翼 ４３６＋１０１：３１．０� １８３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５８６，５００円 複勝： ３７，５４３，４００円 枠連： １８，８５５，５００円

馬連： ６２，９２８，０００円 馬単： ３４，８９２，０００円 ワイド： ２６，８９４，５００円

３連複： ８０，１９４，０００円 ３連単： １１３，２３０，２００円 計： ３９３，１２４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（３－７） １，１４０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，９１０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ６３０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ３，８３０円 ３ 連 単 ��� ２４，３００円

票 数

単勝票数 計 １８５８６５ 的中 � ２３９８１（３番人気）
複勝票数 計 ３７５４３４ 的中 � ５５８２５（２番人気）� ７４３０６（１番人気）� ４９１４９（３番人気）
枠連票数 計 １８８５５５ 的中 （３－７） １２２７６（４番人気）
馬連票数 計 ６２９２８０ 的中 �� ３８１２２（１番人気）
馬単票数 計 ３４８９２０ 的中 �� ８８５１（５番人気）
ワイド票数 計 ２６８９４５ 的中 �� １５２９５（１番人気）�� １０３８５（３番人気）�� ８７６０（６番人気）
３連複票数 計 ８０１９４０ 的中 ��� １５４８６（５番人気）
３連単票数 計１１３２３０２ 的中 ��� ３４３９（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．９―３６．０―４９．０―１：０１．９―１：１４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニットウビクトリー �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 エイシンサンディ デビュー ２０１２．１．２８ 東京４着

２００９．３．１６生 牡３鹿 母 エイシンサーメット 母母 エイシンスポーケン ２戦１勝 賞金 ５，９００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 キングビート号
（非抽選馬） ４頭 ウェルテクス号・カペラ号・クラウンロンギヌス号・サクシナイト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０３０５０ ２月１１日 晴 稍重 （２４東京１）第５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 ６，０００，０００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

６１２ フェアリーライン 牝３鹿 ５４ 武 豊 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム ５３８ ―１：２９．１ ２．０�

４８ ブルーメリディアン 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �ブルーマネジメント加藤 征弘 新ひだか 佐竹 学 ４４０ ―１：２９．３１� １０．３�
７１４ タカオキセキ 牝３栗 ５４ 石神 深一�寺田工務店 田中 剛 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６８ ―１：２９．９３� ４１．７�
２３ タケショウロード 牝３栗 ５４ 柴田 善臣�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ４３４ ―１：３０．３２� １１３．７�
８１６ ヤマニンパニエ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４８６ ―１：３０．６１� ５１．５�
５９ サンキュースマイル 牝３鹿 ５４ 吉田 豊飯田 良枝氏 勢司 和浩 新ひだか 千代田牧場 ４８６ ― 〃 ハナ ２６．５	
１２ オータムカラー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 茂之 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６ ― 〃 ハナ ７．０

４７ フレアブロー 牝３黒鹿５４ 鈴来 直人大原 詔宏氏 和田 正道 浦河 有限会社

大原ファーム ４６４ ―１：３０．９２ ２８７．０�
１１ マ ン テ マ 牝３栗 ５４ 北村 宏司池谷 誠一氏 栗田 徹 新ひだか 土居 忠吉 ４１２ ―１：３１．０� １１１．５�
２４ ラヴィーズバード 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 ４４２ ―１：３１．６３� ２８．０
５１０ ドラゴンアイリス 牝３芦 ５４ 田中 勝春窪田 康志氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４３２ ―１：３１．７� ５．４�
７１３ コーラストウショウ 牝３栗 ５４ 小林 淳一トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６０ ―１：３２．０２ １８．４�
３５ ケイアイアンヘル 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４８０ ―１：３２．３２ ２２．１�

（大井）

６１１ デルマキシボジン 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：３２．５１� １９８．７�
３６ ムーンリットスカイ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４２０ ―１：３４．６大差 １８２．５�
８１５ ファシネイト 牝３栗 ５４ 横山 典弘宮崎 利男氏 菊沢 隆徳 日高 シンボリ牧場 ４５６ ―１：３８．０大差 １４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５４０，６００円 複勝： ３１，６８０，０００円 枠連： １４，７８２，０００円

馬連： ５０，０８６，２００円 馬単： ３５，０６３，１００円 ワイド： ２１，０７９，２００円

３連複： ５９，７８７，４００円 ３連単： ９３，６７５，３００円 計： ３２６，６９３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ２９０円 � ６５０円 枠 連（４－６） １，０１０円

馬 連 �� １，０６０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １，３１０円 �� ３，８００円

３ 連 複 ��� １０，１８０円 ３ 連 単 ��� ３０，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２０５４０６ 的中 � ８５１３９（１番人気）
複勝票数 計 ３１６８００ 的中 � ９６６２８（１番人気）� ２４４４５（４番人気）� ８９７６（１０番人気）
枠連票数 計 １４７８２０ 的中 （４－６） １０８９８（４番人気）
馬連票数 計 ５００８６２ 的中 �� ３５１０３（３番人気）
馬単票数 計 ３５０６３１ 的中 �� １８０１０（３番人気）
ワイド票数 計 ２１０７９２ 的中 �� １２５７６（３番人気）�� ３８５６（１６番人気）�� １２７８（４４番人気）
３連複票数 計 ５９７８７４ 的中 ��� ４３３５（３３番人気）
３連単票数 計 ９３６７５３ 的中 ��� ２２３２（８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．８―３７．４―５０．６―１：０４．０―１：１６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェアリーライン �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Southern Halo 初出走

２００９．２．１６生 牝３鹿 母 サザンフェアリー 母母 Fairy Dancer １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファシネイト号は，平成２４年３月１１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２５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２５頭 アッティモ号・アローサンベリーナ号・エトランゼシチー号・オーバーターゲット号・カラドリウス号・

カーラノーチェ号・キャリアハイ号・クラウディーハート号・コトブキハレスガタ号・サクセスベルーナ号・
シーキングザローズ号・ジーピークロス号・スターライラック号・スペシャルリリー号・スーパーピロボール号・
ダンシングスタイル号・チェリーソング号・ディーズプリンセス号・トミケンクッカ号・トリッキーダンス号・
ビーキュート号・ファイアーアゲン号・ラブソングフォナナ号・リネンロイヤル号・レディシェーバー号

※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５日



０３０５１ ２月１１日 晴 稍重 （２４東京１）第５日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （ダート・左）

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

５１０� アメリカンダイナー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 米
Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

４７２－ ６１：３９．０ ３．５�

３５ サンリットレイク 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５０８－ ８１：３９．６３� ７．７�
１２ ハ ー コ ッ ト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５８－１４１：３９．７� １３．８�
２４ マイネルレーサー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２ 〃 ハナ ５．８�
８１５ バレンタインパパ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春長谷川清英氏 菊沢 隆徳 日高 田端牧場 ４９４± ０１：４０．１２� ３２．０�
４８ モ ネ ロ 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次上野 直樹氏 小野 次郎 日高 浦新 徳司 ４３８－ ４１：４０．３１� ８．０	
７１４ トーセンセカイオー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘島川 
哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 ４８６－ ４１：４０．７２� ３．３�
６１２ ホクレアポパイ 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４３０＋ ４１：４１．１２� １９．６�
６１１ パーフェクトミー 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優木浪 巖氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 西川富岡牧場 ４４２＋２０１：４１．７３� ２７．４
５９ シルクスノーマン 牡３芦 ５６ 木幡 初広有限会社シルク牧 光二 新ひだか タツヤファーム ４６６－ ２１：４１．９１� ８４．１�
４７ スプレッドイーグル 牡３鹿 ５６ T．クウィリー石橋 松蔵氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 B５０２－１２１：４２．４３ １４６．１�

（英）

３６ ギンザコンバット 牡３栗 ５６ 岩田 康誠有馬 博文氏 的場 均 新ひだか 金 宏二 ４９０＋３０１：４２．５	 ６０．２�
７１３ マイネルレジェール 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４９６－ ４１：４２．９２� ２７３．０�
１１ キンショーダイシ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一礒野日出夫氏 田島 俊明 日高 中川 欽一 ４６２＋１２１：４３．３２� １９２．８�
８１６ イカルストミー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気五十嵐政則氏 根本 康広 浦河 秋場牧場 ４３８－ ９１：４４．２５ ３０３．０�
２３ アポロンシチー 牡３鹿 ５６ 田中 博康 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５０８＋ ４１：４５．５８ ３５１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，８７７，６００円 複勝： ５０，３４４，３００円 枠連： １５，２９２，６００円

馬連： ６７，５１５，１００円 馬単： ４２，１５４，６００円 ワイド： ２９，２２８，７００円

３連複： ８２，７２３，０００円 ３連単： １２５，６９２，６００円 計： ４３８，８２８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １９０円 � ２７０円 � ４２０円 枠 連（３－５） １，５３０円

馬 連 �� １，５５０円 馬 単 �� ２，７００円

ワ イ ド �� ６４０円 �� １，３７０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� ９，２８０円 ３ 連 単 ��� ３２，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２５８７７６ 的中 � ５９４８９（２番人気）
複勝票数 計 ５０３４４３ 的中 � ８０５０８（３番人気）� ４９９９２（５番人気）� ２７３１７（６番人気）
枠連票数 計 １５２９２６ 的中 （３－５） ７４１４（７番人気）
馬連票数 計 ６７５１５１ 的中 �� ３２３２６（５番人気）
馬単票数 計 ４２１５４６ 的中 �� １１５２９（７番人気）
ワイド票数 計 ２９２２８７ 的中 �� １１８１９（６番人気）�� ５１８６（１４番人気）�� ４０８０（２２番人気）
３連複票数 計 ８２７２３０ 的中 ��� ６５７９（３２番人気）
３連単票数 計１２５６９２６ 的中 ��� ２８８０（９８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．０―１２．５―１３．１―１２．６―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．７―４８．２―１：０１．３―１：１３．９―１：２６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンダイナー �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．１２．２５ 中山４着

２００９．２．１０生 牡３鹿 母 Checkered Flag 母母 Shawnee Creek ３戦１勝 賞金 ６，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イカルストミー号・アポロンシチー号は，平成２４年３月１１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。
（非当選馬） ２頭 コウズシャイン号・マグメル号
（非抽選馬） ３頭 ジャンプアウト号・ダグダ号・ヘアーオブザドッグ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０３０５２ ２月１１日 晴 良 （２４東京１）第５日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時４０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

８１５ トシザグレイト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４５６－ ４１：２３．０ ２７．０�

４８ アポロドーロス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ４８６＋ ２１：２３．２１� ５．１�
１１ ローズノーブル 牝３青 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ３９６＋ ６１：２３．４１� ２．２�
５９ ベ ル シ エ ロ 牝３栗 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２± ０１：２３．６１� ２７．３�
３５ コンパティビリティ 牡３栗 ５６ T．クウィリー �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ６１：２３．７� ２５．２�

（英）

８１６ ミッドナイトリバー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義小林 薫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４２０－ ４ 〃 クビ ９．６�
４７ ヨシールプリンセス 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４６＋ ６１：２３．８� ２２．６	
５１０ アズマスターフィー 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ ７．２

２４ ディアーフォンテン 牝３黒鹿５４ 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド ４０８－ ６１：２４．１１� １３３．５�
２３ 	 マイビビアーヌ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一ディアレスト 斎藤 誠 愛 Rabbah Blood-

stock Limited ４２６－ ８１：２４．４１� ９．０�
６１２ アラマサスカイ 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４５８± ０ 〃 アタマ ３９．０

（大井）

１２ コスモゴウテン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 前川 隆則 ４６０＋２２１：２４．５クビ １１８．８�
３６ エンドスケープ 牝３鹿 ５４ 武 豊�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８± ０ 〃 アタマ ３２．０�
６１１ インスピレーション 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次小菅 定雄氏 松山 康久 平取 高橋 啓 ４０８＋１８１：２５．０３ ２７７．１�
７１４ ブラックモア 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一宮崎 金造氏 石栗 龍彦 新冠 競優牧場 ４４２＋１０１：２６．２７ ２９８．８�
７１３ ノーティビー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士石瀬 浩三氏 小野 次郎 浦河 北俣 益男 ４０４ ―１：２６．３� ４９７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，１４４，８００円 複勝： ４４，７７４，２００円 枠連： １９，４９８，３００円

馬連： ６２，８０７，６００円 馬単： ４６，９４６，４００円 ワイド： ２８，５９０，０００円

３連複： ８２，１６８，５００円 ３連単： １３１，６６５，６００円 計： ４４３，５９５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７００円 複 勝 � ５８０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（４－８） １，６２０円

馬 連 �� １０，１００円 馬 単 �� １９，１９０円

ワ イ ド �� ２，４１０円 �� １，６４０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ７，０５０円 ３ 連 単 ��� ９６，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２７１４４８ 的中 � ７９３７（８番人気）
複勝票数 計 ４４７７４２ 的中 � １２６３５（１１番人気）� ７６９２７（２番人気）� １３０７１３（１番人気）
枠連票数 計 １９４９８３ 的中 （４－８） ８９２６（７番人気）
馬連票数 計 ６２８０７６ 的中 �� ４５９１（３１番人気）
馬単票数 計 ４６９４６４ 的中 �� １８０６（５４番人気）
ワイド票数 計 ２８５９００ 的中 �� ２６２７（２８番人気）�� ３９３４（２１番人気）�� ３０３２７（１番人気）
３連複票数 計 ８２１６８５ 的中 ��� ８６０３（２１番人気）
３連単票数 計１３１６６５６ 的中 ��� １００３（２６６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．１―１２．４―１１．７―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．９―４８．３―１：００．０―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トシザグレイト �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２０１１．１２．２５ 中山１１着

２００９．２．２５生 牡３鹿 母 トシメロディー 母母 サツマリーベ ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 トドロキテンシツー号・ピエモンテ号・ブルーピアス号
※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。



０３０５３ ２月１１日 晴 良 （２４東京１）第５日 第５競走 ��
��２，０００�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

１：５６．１
１：５６．１

良

良

８１３ ラスヴェンチュラス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４１６－ ２２：０１．７ ３．４�

５８ ジェームズバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 新ひだか 折手牧場 ４８２－ ２２：０１．８� ５．７�
７１１ ダイワズーム 牝３栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２２：０１．９� ４．２�
４５ コスモグレースフル 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 ４８８－１０２：０２．０� １０．９�
６９ プレミアムタイム 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４９８＋ ２ 〃 クビ ８．３�
５７ キョウエイマイン 牝３鹿 ５４ 木幡 初広田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４２０－ ２２：０２．６３� ４１．０�
４６ ハンサムボーイ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ １２．３	
７１２ タニノハービービー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 ４６２－１４ 〃 同着 １５９．２

８１４ トウショウバラード 牡３青鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７２－ ８２：０２．７クビ ５．７�
２２ テナシティー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２ 〃 クビ ５３．９
６１０ ニシノトモヤ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 日高 西山牧場 B４７４＋ ６２：０２．９１� １３４．１�
３３ ラトマティーナ 牝３芦 ５４

５１ ▲平野 優 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４５４± ０２：０３．０� １９９．０�
３４ トレーロマタドール 	３栗 ５６ 石橋 脩 �サンデーレーシング 尾形 充弘 浦河 鎌田 正嗣 ５０８＋ ２２：０３．２１� ５４．３�
１１ ドクターハンチ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 柴田 政人 日高 庄野牧場 ４４６－１０２：０３．５２ ２３９．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，０５１，３００円 複勝： ４６，６８６，９００円 枠連： ２３，４４２，６００円

馬連： ６７，８８３，６００円 馬単： ４４，２５９，３００円 ワイド： ２８，４８６，４００円

３連複： ８０，６１４，３００円 ３連単： １３４，０７５，９００円 計： ４５０，５００，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（５－８） ７３０円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，２１０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ３００円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 ��� ８，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２５０５１３ 的中 � ５８２９６（１番人気）
複勝票数 計 ４６６８６９ 的中 � ８７８４１（２番人気）� ６５０１６（３番人気）� ９２９８４（１番人気）
枠連票数 計 ２３４４２６ 的中 （５－８） ２３８３０（３番人気）
馬連票数 計 ６７８８３６ 的中 �� ４０３９１（５番人気）
馬単票数 計 ４４２５９３ 的中 �� １４８０３（７番人気）
ワイド票数 計 ２８４８６４ 的中 �� １４８７５（４番人気）�� ２５２４４（１番人気）�� １７８４７（３番人気）
３連複票数 計 ８０６１４３ 的中 ��� ３６７８９（２番人気）
３連単票数 計１３４０７５９ 的中 ��� １１３９６（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．８―３６．８―４９．４―１：０１．９―１：１４．６―１：２７．２―１：３８．５―１：４９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラスヴェンチュラス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー ２０１２．１．１４ 中山２着

２００９．３．８生 牝３鹿 母 ジ ョ セ ッ ト 母母 Loure ２戦１勝 賞金 ７，４００，０００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。
（非抽選馬） １頭 リンガスキッド号

０３０５４ ２月１１日 晴 稍重 （２４東京１）第５日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２３ ローレルクラウド 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �ローレルレーシング 大竹 正博 日高 天羽 禮治 ４９８ ―１：４２．０ １２．９�

５１０ サトノフロンティア 牡３栗 ５６ 石橋 脩里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４８２ ―１：４２．３２ ３．５�
８１５ セイントチャンス 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド ４８４ ―１：４２．９３� ４２．２�

（大井）

７１３ アヴェニーレ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次西野 晴夫氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 ４９８ ―１：４３．０� ５．０�

６１２ ランドシャーク 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠千明牧場 勢司 和浩 平取 稲原牧場 ４８８ ―１：４３．１� １９．８�
１１ ポジティヴィズム 牡３芦 ５６ 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 山岡ファーム ４８０ ― 〃 クビ ２７．１�
３５ ウエスタンスマイル 牡３鹿 ５６ 武 豊西川 賢氏 松山 康久 新ひだか ウエスタンファーム ５３２ ―１：４３．３１� ４．２	
７１４ マイネルギガス 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム ５２４ ―１：４３．９３� １２．２

２４ オンワードモンタナ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治樫山 章子氏 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４６８ ― 〃 ハナ ５８．８�
３６ サクラジーク 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�さくらコマース加藤 征弘 新冠 川上牧場 ４４４ ―１：４４．１１� ６７．１�
１２ ニシノアイリス 牡３黒鹿５６ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 ４７２ ―１：４４．４２ ９．２
４７ ミライヘノカゼ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 ４６２ ―１：４４．８２� １９．２�
６１１ ロイヤルシフォン 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４８０ ―１：４５．２２� ２９２．３�
５９ ケ ル ン 牡３栗 ５６

５３ ▲高嶋 活士石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 徳本 幸雄 ４３２ ―１：４５．６２� ２５２．８�
４８ シベリアンマックス 牡３芦 ５６ 柴田 善臣藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４８２ ―１：４８．４大差 １６６．７�
８１６ バチスカーフ 牡３黒鹿５６ T．クウィリー吉田 照哉氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ５３２ ―１：４８．７１� １５．８�

（英）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２９２，１００円 複勝： ３２，９３１，４００円 枠連： ２０，０９８，６００円

馬連： ５７，５４０，４００円 馬単： ３４，４８６，２００円 ワイド： ２４，１７３，３００円

３連複： ６７，１０３，８００円 ３連単： １００，４３９，７００円 計： ３５９，０６５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ３８０円 � １７０円 � ９８０円 枠 連（２－５） ２，３２０円

馬 連 �� ２，３１０円 馬 単 �� ６，４７０円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� ７，１００円 �� ２，６２０円

３ 連 複 ��� ４１，２１０円 ３ 連 単 ��� ２４９，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２２２９２１ 的中 � １３７１５（６番人気）
複勝票数 計 ３２９３１４ 的中 � ２０７１４（６番人気）� ６９５５４（１番人気）� ６９７３（１１番人気）
枠連票数 計 ２００９８６ 的中 （２－５） ６３９９（１０番人気）
馬連票数 計 ５７５４０４ 的中 �� １８４０２（６番人気）
馬単票数 計 ３４４８６２ 的中 �� ３９３８（２６番人気）
ワイド票数 計 ２４１７３３ 的中 �� ５９１３（７番人気）�� ８１６（６７番人気）�� ２２５４（３７番人気）
３連複票数 計 ６７１０３８ 的中 ��� １２０２（１２０番人気）
３連単票数 計１００４３９７ 的中 ��� ２９７（６９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．８―３７．８―５１．３―１：０４．９―１：１７．６―１：２９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローレルクラウド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

２００９．１．３１生 牡３栗 母 ナ ミ ビ ア 母母 Going Ashore １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔その他〕 バチスカーフ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シベリアンマックス号は，平成２４年３月１１日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 バチスカーフ号は，平成２４年３月１１日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１８頭 アポロダッシュ号・ヴィアフェラータ号・クールブランカ号・ゴールドルーキー号・サクラウィンビート号・

シャイニングモア号・シルクフュージョン号・スカイアクセス号・ツァボライト号・トーセンスプレンダ号・
バックギャモン号・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・ブルードラゴン号・
ボンジュールスカイ号・モンサンジュピター号・リアライズバリメタ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０５５ ２月１１日 晴 良 （２４東京１）第５日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

１１ ハナズゴール 牝３栗 ５４ 田辺 裕信M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４２６－ ２１：２４．２ ８．６�

４８ コスモアクセス 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ４４４＋ ４１：２４．６２� ７３．１�
８１５ ハッピーシャワー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝馬場 幸夫氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４７８± ０１：２４．７� １７．９�
７１３ トップスカーレット 牝３栗 ５４ 石橋 脩林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４４４＋１０１：２４．８クビ ２０．０�
６１２ マイネルコランダム 牡３青鹿５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム ４５０－１０１：２４．９� ５．０�
７１４ ラ パ ー ジ ュ 牝３青鹿５４ 三浦 皇成 �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 ４６８＋ ２ 〃 クビ ３４．０	
２４ ダイワフェリス 牝３栗 ５４ 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ５１８± ０１：２５．０クビ ６．７

４７ ジョウテンオリーヴ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４８４－ ４ 〃 クビ ６．２�
５１０ ジャーフライト 牝３青 ５４ 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 ４７２± ０１：２５．１� １６．０�
８１６ ピアチェーレ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春堀 祥子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４４０－１２１：２５．２� ３２．７
５９ � ドントゥリバーレ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司加藤 誠氏 中竹 和也 米 Charlotte

M. Wrather ４７８± ０ 〃 クビ ３．３�
１２ ハッシュドトーン 牝３青鹿５４ 田中 博康 �グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４４４－ ８１：２５．３� １１５．２�
３６ ラミアプリマベーラ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４４２＋ ６１：２５．４� ２９．７�
２３ ディアサルーテ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広ディアレスト 新開 幸一 浦河 市正牧場 ４１２＋ ６１：２５．７１� ２５３．０�
６１１ オペラダンシング 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 ４４８－ ８ 〃 アタマ ５３．１�
３５ コスモポーラベア 牡３芦 ５６ 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 新ひだか 沼田 照秋 ４９０＋ ４１：２５．９１	 ６４．４�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６７５，２００円 複勝： ４４，０６２，３００円 枠連： ２３，０７４，２００円

馬連： ７９，０８６，３００円 馬単： ４５，８７７，９００円 ワイド： ３２，５００，２００円

３連複： ９１，２８５，５００円 ３連単： １４２，０４４，６００円 計： ４８４，６０６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ３３０円 � １，３４０円 � ５４０円 枠 連（１－４） ２，７００円

馬 連 �� ２４，０８０円 馬 単 �� ４２，７５０円

ワ イ ド �� ６，３６０円 �� ２，０２０円 �� １０，４７０円

３ 連 複 ��� １０３，１７０円 ３ 連 単 ��� ５０１，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２６６７５２ 的中 � ２４５６０（５番人気）
複勝票数 計 ４４０６２３ 的中 � ３９６３２（５番人気）� ７８６２（１３番人気）� ２１２１３（７番人気）
枠連票数 計 ２３０７４２ 的中 （１－４） ６３１６（１３番人気）
馬連票数 計 ７９０８６３ 的中 �� ２４２４（６４番人気）
馬単票数 計 ４５８７７９ 的中 �� ７９２（１１４番人気）
ワイド票数 計 ３２５００２ 的中 �� １２４９（６５番人気）�� ４０３３（２３番人気）�� ７５５（７９番人気）
３連複票数 計 ９１２８５５ 的中 ��� ６５３（２４６番人気）
３連単票数 計１４２０４４６ 的中 ��� ２０９（１２１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．３―３７．３―５０．４―１：０１．６―１：１２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３３．８
３ ・（８，１０）１３（７，１５）（９，１４）１６（６，４，１２）（５，１１，１）３－２ ４ ・（８，１０）１３（７，１５）（９，１４）（６，１６）（４，１２）（５，１）３，１１，２

勝馬の
紹 介

ハナズゴール �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２０１１．１０．８ 東京１着

２００９．４．２４生 牝３栗 母 シャンハイジェル 母母 ロイヤルジェリー ４戦２勝 賞金 １４，０００，０００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 マイネルアダマス号
※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。

０３０５６ ２月１１日 晴 稍重 （２４東京１）第５日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，２００，０００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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１５ メイショウラグーナ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６０± ０１：４０．７ ３．６�

８１６ ツインエンジェルズ 牝４青 ５５ 田辺 裕信吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４４８＋ ６１：４１．０１� ７．２�
５９ ミエノグレース 牝５栗 ５５ 武 豊里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 B５０２± ０１：４１．１クビ ５．２�
２４ ビービーバカラ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝�坂東牧場 松山 康久 浦河 鎌田 正嗣 ４６２＋１０ 〃 アタマ １８．１�
１２ サクラトップクイン 牝４鹿 ５５ 横山 典弘櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３６－ ８１：４１．４１� ７．９�
３６ ミラクルフラッグ 牝５栗 ５５ 吉田 豊小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B５００－ ４ 〃 クビ ２０．１	
６１２ ウインジュビリー 牝４青鹿５５ 内田 博幸
ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２１：４１．６１� ４．０�
２３ ヴ ィ ザ ヴ ィ 牝４鹿 ５５ 戸崎 圭太
ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２－ ４１：４２．０２� ４７．５�

（大井）

７１３ センティラシオン 牝４芦 ５５ 柴山 雄一中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４７８＋ ６ 〃 ハナ ２２８．１
１１ ツクバオトメ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４５８＋１０１：４２．１� ２０．２�
３５ コ コ ロ バ 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次�三嶋牧場 池上 昌弘 浦河 三嶋牧場 ４４４－ ８１：４２．５２� ５２．６�
６１１ セ ミ ニ ョ ン 牝４鹿 ５５ 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ３０．０�
７１４ キュルミナン 牝５黒鹿５５ 丸山 元気ディアレスト 勢司 和浩 浦河 カナイシスタッド ４９８＋１２１：４２．６� １９７．９�
５１０ アユミチャン 牝４芦 ５５ 三浦 皇成北所 直人氏 矢野 英一 新ひだか 友田牧場 ４６２＋ ２１：４２．７� ３６．０�
４８ ムライチンタ 牝４栗 ５５ 武士沢友治坂田 行夫氏 上原 博之 日高 有限会社

ケイズ ４８０＋ ４１：４３．６５ １６０．４�

（１５頭）
４７ ウィッシュアゲン 牝５鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２５，４０８，８００円 複勝： ４６，１４９，８００円 枠連： ２７，７４３，５００円

馬連： ８２，５０２，８００円 馬単： ４６，８９６，７００円 ワイド： ３２，０９８，６００円

３連複： ９６，３０２，０００円 ３連単： １４８，４０５，０００円 計： ５０５，５０７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � ２７０円 � １７０円 枠 連（８－８） １，３００円

馬 連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ４３０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 ��� １２，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２５４０８８ 的中 � ５７１１２（１番人気）
複勝票数 計 ４６１４９８ 的中 � １１５２０６（１番人気）� ３５５３４（５番人気）� ７０９２０（３番人気）
枠連票数 計 ２７７４３５ 的中 （８－８） １５７６６（６番人気）
馬連票数 計 ８２５０２８ 的中 �� ４３８５５（４番人気）
馬単票数 計 ４６８９６７ 的中 �� １４６４７（６番人気）
ワイド票数 計 ３２０９８６ 的中 �� １５０８６（４番人気）�� １９４２０（２番人気）�� ８８１０（９番人気）
３連複票数 計 ９６３０２０ 的中 ��� ２８１３８（４番人気）
３連単票数 計１４８４０５０ 的中 ��� ８８６２（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．４―３７．０―５０．４―１：０３．８―１：１６．６―１：２８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．３―３F３６．９
３ １０，１２（６，１５）４，１４，５（９，１３）２，１１（１，８）１６，３ ４ １０（６，１２，１５）４（５，９，１４）１３（２，１１）（１，８）１６，３

勝馬の
紹 介

メイショウラグーナ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Dehere デビュー ２０１０．５．２３ 東京８着

２００７．３．２０生 牝５鹿 母 ウィズストリングス 母母 Mastina １２戦３勝 賞金 ２８，６２０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔出走取消〕 ウィッシュアゲン号は，疾病〔左眼瞼部挫創〕のため出走取消。
※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 カフェローレル号・マンマルコ号
※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。



０３０５７ ２月１１日 晴 良 （２４東京１）第５日 第９競走 ��
��２，０００�

ち ょ う ふ

調 布 特 別
発走１４時３５分 （芝・左）

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

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．１
１：５６．１

良

良

５７ モーニングフェイス 牝５栗 ５５ 田辺 裕信井高 義光氏 大和田 成 新ひだか 井高牧場 ５２０－ ２２：０１．７ ４０．８�

２２ アルマフローラ 牝４青 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２ 〃 アタマ １０．０�
３３ サトノエンペラー 牡６鹿 ５７ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９２－ ２ 〃 クビ １２．７�
５８ イ チ ブ ン 牡５青鹿５７ 柴田 善臣山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 ５０２－ ２２：０１．９１� ３．８�
７１１� ヒカルハナミチ 牡５芦 ５７ 蛯名 正義高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４７０－ ６２：０２．０	 ５．８�
４５ カ フ ナ 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８６＋１２ 〃 クビ ３．８	
７１２ マイネルグート 牡５鹿 ５７ 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 ４９４－ ６２：０２．１
 ３８．７

６９ コ ン カ ラ ン 牝５栗 ５５ 横山 典弘吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４６８＋ ２２：０２．２クビ ２６．１�
８１４� シルヴァーノ �５鹿 ５７ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ５０８－ ４ 〃 クビ １０．４�
４６ � トーセンノーブル 牝４鹿 ５４ 田中 博康島川 哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７６－ ４２：０２．４	 ２６３．７�
１１ � セイカミカワ 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４９２－ ６２：０２．７２ ３１８．９�
３４ アッパーイースト 牡４黒鹿５６ 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ５００＋ ４ 〃 アタマ ７．７�
６１０ ア バ ウ ト 牡４栗 ５６ 内田 博幸副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 ５１４＋ ２２：０２．９１� １９．２�
８１３ コスモセンシティブ 牡４黒鹿５６ T．クウィリー �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 鳥谷 勝彦 B４５８－ ８２：０３．１１
 ２３３．４�

（英）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３８，６７８，２００円 複勝： ７２，８１２，３００円 枠連： ２９，２８７，５００円

馬連： １４３，４０７，１００円 馬単： ７１，９９３，６００円 ワイド： ４８，００２，０００円

３連複： １５０，９０６，３００円 ３連単： ２５９，０４８，４００円 計： ８１４，１３５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，０８０円 複 勝 � ８９０円 � ２９０円 � ４３０円 枠 連（２－５） １，３９０円

馬 連 �� １８，６５０円 馬 単 �� ３７，４２０円

ワ イ ド �� ３，８４０円 �� ４，５２０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ４８，０３０円 ３ 連 単 ��� ３６４，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３８６７８２ 的中 � ７４７３（１１番人気）
複勝票数 計 ７２８１２３ 的中 � １９４０４（１１番人気）� ７５４６２（４番人気）� ４４６０３（７番人気）
枠連票数 計 ２９２８７５ 的中 （２－５） １５６４３（５番人気）
馬連票数 計１４３４０７１ 的中 �� ５６７７（４６番人気）
馬単票数 計 ７１９９３６ 的中 �� １４２０（９１番人気）
ワイド票数 計 ４８００２０ 的中 �� ３０４３（４３番人気）�� ２５７３（４７番人気）�� ９３８２（１８番人気）
３連複票数 計１５０９０６３ 的中 ��� ２３１９（１１９番人気）
３連単票数 計２５９０４８４ 的中 ��� ５２４（７７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．８―３７．０―４９．８―１：０２．８―１：１５．１―１：２６．９―１：３８．１―１：４９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．８

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

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

勝馬の
紹 介

モーニングフェイス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．１０．２５ 京都３着

２００７．２．２２生 牝５栗 母 ファーストナイト 母母 Morning Devotion ２２戦３勝 賞金 ５５，３２０，０００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。

０３０５８ ２月１１日 晴 稍重 （２４東京１）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�

ぎんてい

銀蹄ステークス
発走１５時１０分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．２．１２以降２４．２．５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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

１１ トウショウブリッツ 牡８鹿 ５３ 中谷 雄太トウショウ産業� 清水 英克 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４９０＋ ２１：２４．７ ４７．９�

７１４ ガンマーバースト 牡５鹿 ５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ５０２－ ２ 〃 クビ ３．７�
８１５ ブラッシュアップ 牡７栗 ５６ 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４８８－ ４１：２４．８クビ １５．３�
３５ トキノエクセレント 牡４黒鹿５６ 福永 祐一田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４５８± ０１：２４．９� ４．６�
２３ グローリールピナス 牝６栃栗５２ 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ １１８．１�
６１１ ファンドリカップ 牡６芦 ５５ 柴山 雄一水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５０６＋ ６ 〃 ハナ ５５．９�
４７ タイセイファントム 牡４鹿 ５６ 石橋 脩田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４５０－ ６１：２５．０クビ ４０．８	
１２ ヤマノサファイア 牡４栗 ５５ 内田 博幸澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４５２＋ ２ 〃 アタマ ６．１

５１０ ダノンエクスプレス 牡６栗 ５５ 戸崎 圭太�ダノックス 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４７８＋ ２ 〃 クビ １７．０�

（大井）

６１２ レッドヴァンクール 牡６鹿 ５４ 武 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５４２＋ ２１：２５．１クビ １９．７�
４８ � キングオブヘイロー 牡６鹿 ５５ 田辺 裕信鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 ４７６＋ ４１：２５．２� ２５．４
８１６� キャプテンルビー 牡７芦 ５４ 柴田 善臣�ターフ・スポート古賀 慎明 三石 ダイイチ牧場 B４６６＋ ６１：２５．３クビ １８０．３�
５９ � グリフィンゲート 牡６鹿 ５７ 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Summer

Wind Farm ５００－ ６１：２５．５１� ９．１�
３６ アンティークカラー 牝４栗 ５４ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 日高 天羽牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ ８．１�
２４ �� ス イ レ ン 牝５鹿 ５３ 後藤 浩輝シンボリ牧場 高橋 祥泰 米

Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

４９８－ ６１：２６．４５ １２．９�
７１３� ジートップキセキ 牡７栗 ５３ 木幡 初広�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド B５１６± ０１：２６．８２� ３１９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，９２１，１００円 複勝： ８１，２４０，０００円 枠連： ４２，１３７，５００円

馬連： １７５，２０２，２００円 馬単： ８５，４１０，６００円 ワイド： ６０，１９９，７００円

３連複： １９２，０７６，９００円 ３連単： ３２５，４２３，８００円 計： １，００３，６１１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，７９０円 複 勝 � １，０００円 � １８０円 � ３９０円 枠 連（１－７） １，２００円

馬 連 �� ８，６００円 馬 単 �� ２２，４８０円

ワ イ ド �� ２，２３０円 �� ６，８７０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ３２，９９０円 ３ 連 単 ��� ２２１，１５０円

票 数

単勝票数 計 ４１９２１１ 的中 � ６９０９（１２番人気）
複勝票数 計 ８１２４００ 的中 � １７０７２（１２番人気）� １６０８０９（１番人気）� ４９８７８（６番人気）
枠連票数 計 ４２１３７５ 的中 （１－７） ２６０５５（５番人気）
馬連票数 計１７５２０２２ 的中 �� １５０４８（３１番人気）
馬単票数 計 ８５４１０６ 的中 �� ２８０４（７５番人気）
ワイド票数 計 ６０１９９７ 的中 �� ６５９５（２９番人気）�� ２０８８（６１番人気）�� １７１１７（９番人気）
３連複票数 計１９２０７６９ 的中 ��� ４２９８（１０２番人気）
３連単票数 計３２５４２３８ 的中 ��� １０８６（６６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．０―３６．１―４８．３―１：００．１―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウブリッツ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００６．１２．１６ 阪神７着

２００４．４．１３生 牡８鹿 母 メイトウショウ 母母 サマンサトウショウ ３３戦５勝 賞金 ９０，８７３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 スノードラゴン号・ダンシングマオ号・ドリームスカイラブ号・ハクバドウジ号・ピエナポパイ号
※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。



０３０５９ ２月１１日 晴 良 （２４東京１）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第４７回デイリー杯クイーンカップ（ＧⅢ）

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

デイリースポーツ賞（１着）
賞 品

本 賞 ３４，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，５００，０００円 ５，１００，０００円 ３，４００，０００円
付 加 賞 ６２３，０００円 １７８，０００円 ８９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５９ ヴィルシーナ 牝３青 ５４ 岩田 康誠佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３８－ ２１：３６．６ ４．７�

６１２ イチオクノホシ 牝３芦 ５４ 蛯名 正義小林けい子氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４３８＋ ６１：３６．８１� ３．１�
２３ エクセラントカーヴ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４１６－ ４１：３７．０１� １７．３�
７１３ プレノタート 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 ４４４－１２１：３７．２１� ２６．１�
２４ 	 エミーズパラダイス 牝３青鹿５４ 戸崎 圭太吉田 照哉氏 川島 正行 千歳 社台ファーム ４６６－１１ 〃 アタマ ４０．０�

（船橋） （大井）

５１０ ミッドサマーフェア 牝３青鹿５４ 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４２＋ ２ 〃 ハナ １０．７�

８１５ ターフデライト 牝３青 ５４ 武 豊�須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４６８－１４ 〃 クビ ２６．２	
１１ ハ イ リ リ ー 牝３栗 ５４ 柴山 雄一
G１レーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４５０－ ２ 〃 ハナ ２５．６�
４８ オメガハートランド 牝３鹿 ５４ 福永 祐一原 
子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４１８± ０１：３７．３クビ ４．８�
７１４ ヘレナモルフォ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 ４５２＋ ４１：３７．４� １１８．５
６１１ ウインフロレゾン 牝３黒鹿５４ 柴田 大知
ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４６２＋１４１：３７．５� ２１７．７�
４７ ア ラ フ ネ 牝３栗 ５４ 丸山 元気�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４２６± ０１：３７．６� １３０．５�
１２ カフヴァール 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム ４５８± ０ 〃 クビ １９．７�
３６ モエレフルール 牝３黒鹿５４ 北村 宏司中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 ４７６± ０ 〃 ハナ ７．５�
３５ � ダークマレイン 牝３鹿 ５４ 田中 博康門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm ４４０－１２１：３７．９２ １２０．０�
８１６ キボウダクリチャン 牝３栗 ５４ 木幡 初広栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 ４４４－ ４１：３８．６４ ４３８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２５，５２０，１００円 複勝： ２１３，６７９，４００円 枠連： ９３，８３４，４００円

馬連： ５０３，５０７，７００円 馬単： ２４９，０７９，７００円 ワイド： １６６，６５２，５００円

３連複： ６１４，５２１，０００円 ３連単： １，１６２，９７８，６００円 計： ３，１２９，７７３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ４８０円 枠 連（５－６） ５４０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� １，６１０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ４，５８０円 ３ 連 単 ��� １８，１５０円

票 数

単勝票数 計１２５５２０１ 的中 � ２１４１６１（２番人気）
複勝票数 計２１３６７９４ 的中 � ３１０２３０（３番人気）� ４９１７４０（１番人気）� ８５７６２（８番人気）
枠連票数 計 ９３８３４４ 的中 （５－６） １２８８８０（１番人気）
馬連票数 計５０３５０７７ 的中 �� ４６２５０４（１番人気）
馬単票数 計２４９０７９７ 的中 �� １０７０４１（３番人気）
ワイド票数 計１６６６５２５ 的中 �� １３１１２０（２番人気）�� ２３８４９（１８番人気）�� ３１４７０（１４番人気）
３連複票数 計６１４５２１０ 的中 ��� ９９０８５（１１番人気）
３連単票数 計１１６２９７８６ 的中 ��� ４７２９５（３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３６．６―４９．７―１：０２．７―１：１４．２―１：２５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３３．９
３ ７，９（４，１４）１５（３，１２，１６）（１，５，６，８，１３）１１（２，１０） ４ ７，９（４，１４，１５）（３，１２）１６（１，８，１３）（５，１１）（６，１０）２

勝馬の
紹 介

ヴィルシーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Machiavellian デビュー ２０１１．８．２８ 札幌１着

２００９．３．５生 牝３青 母 ハルーワスウィート 母母 ハルーワソング ４戦３勝 賞金 ５４，３９９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アルコシエロ号・サンキューアスク号・ダイワミストレス号・ハッピーウィーク号・メイショウスザンナ号
※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。

０３０６０ ２月１１日 晴 稍重 （２４東京１）第５日 第１２競走 ��１，３００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１２ スモールキング 牡４鹿 ５７ 丸山 元気�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４４６± ０１：１８．９ ５．８�

２４ スティールパス 牝５黒鹿５５ 福永 祐一飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４５４－１２１：１９．３２� ３．７�
２３ ザストロンシチー 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 ４７４－１０１：１９．５１� １６．３�
７１４ フラアンジェリコ 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９２－ ８１：１９．７１� ３．２�
３６ イ チ オ カ 牡７黒鹿５７ 蛯名 正義三宅 勝俊氏 境 直行 様似 能登ファーム ５３０－ ４１：１９．８� １５．６�
５９ オリオンザポラリス 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４６６＋ ４１：１９．９クビ １０．１	
８１６ ル ナ ロ ッ ソ 牝６栗 ５５ 後藤 浩輝木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５１８＋ ４１：２０．０� ５０．４

１１ コ コ カ ラ 牡５栗 ５７

５４ ▲嶋田 純次ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ４９２－１２１：２０．１� ８４．７�
３５ プロスペラスマム 牝５鹿 ５５ 吉田 豊本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５１２＋ ８ 〃 クビ ４２．７�
５１０ ブレーヴゴールド 牡６青鹿５７ 戸崎 圭太磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４６６＋ ４ 〃 ハナ ７．８

（大井）

６１１ アンジュヴォレ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４５４＋ ８１：２０．４１� ９８．７�
４８ � シャイニイチカ 牝５鹿 ５５ 武士沢友治冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４２８＋ ４１：２０．５クビ １６１．５�
８１５ ガリレオシチー 牡６黒鹿５７ 柴田 善臣 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５２２－ ６１：２０．６� ２８．４�
６１２ ヤマニンアストレア 牝５黒鹿５５ 北村 宏司土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４６８＋１８ 〃 ハナ ３７．７�
４７ スマイルバラッド 牡５栗 ５７

５４ ▲平野 優��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４９２＋ ４１：２０．９２ ９４．５�
７１３ エヴァシャイン 牡８栗 ５７ T．クウィリー田所 英子氏 武市 康男 三石 下屋敷牧場 ４８４＋ ８１：２１．６４ １３０．６�

（英）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，９９７，０００円 複勝： ８８，９１０，５００円 枠連： ４５，５９５，１００円

馬連： １６５，８８４，９００円 馬単： ８６，２２８，８００円 ワイド： ６３，２１４，５００円

３連複： １８８，６０８，２００円 ３連単： ３５３，６７８，９００円 計： １，０４５，１１７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � ４００円 枠 連（１－２） ７６０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，１４０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� １，２１０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ４，５７０円 ３ 連 単 ��� ２１，８９０円

票 数

単勝票数 計 ５２９９７０ 的中 � ７２６７９（３番人気）
複勝票数 計 ８８９１０５ 的中 � １２４９３５（３番人気）� １６４４１２（２番人気）� ４６２８８（７番人気）
枠連票数 計 ４５５９５１ 的中 （１－２） ４４６３４（３番人気）
馬連票数 計１６５８８４９ 的中 �� １３９６１８（２番人気）
馬単票数 計 ８６２２８８ 的中 �� ２９７５８（５番人気）
ワイド票数 計 ６３２１４５ 的中 �� ３８９７９（２番人気）�� １２３１７（１５番人気）�� １２７４６（１４番人気）
３連複票数 計１８８６０８２ 的中 ��� ３０４７０（１１番人気）
３連単票数 計３５３６７８９ 的中 ��� １１９２５（５２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．２―１８．４―３０．９―４３．０―５５．１―１：０６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
３ ２，３（１，１２）（４，１５，１３）（６，１６）（５，１１）（９，８，１０，１４）－７ ４ ２，１３－（１，３，１２）（４，１５）（６，１６）（５，１１）（９，８，１４）（７，１０）

勝馬の
紹 介

スモールキング �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．２．５ 東京１着

２００８．４．１生 牡４鹿 母 エンジェルファタル 母母 サクセスウーマン １１戦３勝 賞金 ２８，１００，０００円
〔制裁〕 イチオカ号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（８番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ギガワット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（２４東京１）第５日 ２月１１日 （祝日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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

２３０，５９０，０００円
２，０８０，０００円
８，７６０，０００円
１，８２０，０００円
２０，８００，０００円
６４，７０４，０００円
５，１３４，０００円
１，７９５，２００円

勝馬投票券売得金
４５０，６９３，３００円
７９０，８１４，５００円
３７３，６４１，８００円
１，５１８，３５１，９００円
８２３，２８８，９００円
５６１，１１９，６００円
１，７８６，２９０，９００円
３，０９０，３５８，６００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ９，３９４，５５９，５００円

総入場人員 ２７，６６８名 （有料入場人員 ２６，０７５名）


