
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

０３０６１ ２月１２日 晴 稍重 （２４東京１）第６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）

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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

８１５ オールドパサデナ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ５００＋ ２１：２７．１ １．５�

６１２ メビュースラブ 牝３栗 ５４ 田中 勝春備前島敏子氏 伊藤 大士 新ひだか 藤原牧場 ５０６－ ６１：２７．５２� ２３．６�
７１４ エバーシャン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝青柳征八郎氏 田村 康仁 新ひだか 由利 徳之 ４３２－ ６１：２７．９２� ８３．２�
２４ バルスピュール 牝３黒鹿５４ 丸山 元気ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４５０－ ４１：２８．１１� ３８．０�
４７ フレンチナデシコ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 丸村村下
ファーム ４０６－１４ 〃 ハナ ２７．９�

３６ スガノパフィオ 牝３芦 ５４ 横山 典弘�テシオ 矢野 英一 日高 モリナガファーム ４５２± ０１：２８．５２� ４．３�
８１６ トミケンスプリング 牝３青鹿５４ 三浦 皇成冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 ４６４± ０ 〃 クビ ４６．５	
７１３ ハッピーウェーブ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義道永 幸治氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６０－ ６１：２８．６� １３．５

６１１ ベストミニオン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 ４４６－ ６１：２９．３４ ３７．１�
４８ ウインエポナ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信�ウイン 高木 登 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８－ ２１：２９．５１ １４３．３
５１０ ノーブルガイア 牝３黒鹿５４ 吉田 豊菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 ４２８± ０ 〃 ハナ １２０．９�
３５ マルチフローラ 牝３栗 ５４ 石橋 脩ディアレスト 小野 次郎 新冠 石郷岡 雅樹 ４５０－ ６１：２９．６� ２３９．２�
２３ ウインガイア 牝３鹿 ５４ 津村 明秀�ウイン 加藤 征弘 千葉（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２２± ０１：２９．８１� ８３．３�
５９ ステラーケイト 牝３栗 ５４ 北村 宏司井上 一郎氏 大江原 哲 新冠 パカパカ

ファーム ４６２＋１６１：３０．１２ ２５．８�
１２ アドリアーネ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥石川 一義氏 清水 英克 新ひだか ダイイチ牧場 ４２８＋ ６１：３０．３１� １４３．６�
１１ ケージーコシヒカリ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一川井 五郎氏 田島 俊明 新冠 岩見牧場 ４６２－ ８１：３３．９大差 １８２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，８６５，３００円 複勝： ７９，４５５，４００円 枠連： １６，６５８，８００円

馬連： ５９，７０２，３００円 馬単： ４７，９５３，７００円 ワイド： ２８，５８６，１００円

３連複： ７９，２２９，８００円 ３連単： １４６，０７９，２００円 計： ４８６，５３０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ４５０円 � １，０６０円 枠 連（６－８） ６００円

馬 連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� １，７６０円 �� ９，８４０円

３ 連 複 ��� １９，０４０円 ３ 連 単 ��� ５６，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２８８６５３ 的中 � １６１２６３（１番人気）
複勝票数 計 ７９４５５４ 的中 � ５４１６３６（１番人気）� １８６４６（４番人気）� ７０５０（１０番人気）
枠連票数 計 １６６５８８ 的中 （６－８） ２０７１７（３番人気）
馬連票数 計 ５９７０２３ 的中 �� ４０００９（３番人気）
馬単票数 計 ４７９５３７ 的中 �� ２５５５４（４番人気）
ワイド票数 計 ２８５８６１ 的中 �� １３２８８（３番人気）�� ３９２５（１４番人気）�� ６７５（５９番人気）
３連複票数 計 ７９２２９８ 的中 ��� ３０７１（４９番人気）
３連単票数 計１４６０７９２ 的中 ��� １９０１（１４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．６―４８．６―１：０１．４―１：１４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールドパサデナ �
�
父 Empire Maker �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１２．１．１４ 京都２着

２００９．３．２８生 牝３鹿 母 オフジオールドブロック 母母 Chip ３戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔制裁〕 ノーブルガイア号の騎手吉田豊は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１６番への進路影響）

アドリアーネ号の騎手大庭和弥は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（４番・９番・１３番への進路影
響）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケージーコシヒカリ号は，平成２４年３月１２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 コトノクリチャン号・スタープラチナ号・デンジャラスゲーム号

０３０６２ ２月１２日 晴 稍重 （２４東京１）第６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

７１３ ワイルドロジャー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信ディアレスト 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ４２：１９．５ １７．１�

４７ ダッシュファイアー 牡３栗 ５６ 田中 勝春山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５６６＋ ４２：１９．６� １２．３�
２３ ザッツフォエヴァー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝ザ・チャンピオンズ 牧 光二 新冠 若林牧場 ５２８＋ ６２：１９．８１� ４．０�
３５ キーエキスパート 牡３栗 ５６ 柴山 雄一北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 ４６２＋ ４２：１９．９� １０９．６�
８１４ キングザブルース 牡３栗 ５６ 岩田 康誠西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ４８０± ０２：２０．１１ ４．３�
６１０ フレンドフィーバー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣横尾 晴人氏 清水 美波 浦河 南部 功 ４４８＋ ４ 〃 クビ ９．５�
６１１ チアフルウェルカム 牡３栗 ５６ 三浦 皇成吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７４－ ２２：２０．３１� ７．１�
４６ ブ リ ッ サ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太	ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 B４７２－ ２２：２０．４� １６．１

２２ サムシングエルス 牡３鹿 ５６ 武士沢友治田島榮二郎氏 小野 次郎 新ひだか 三石橋本牧場 ４６６＋ ２２：２１．０３� １１１．２�
７１２ マークユアセルフ 牡３青 ５６ T．クウィリー大谷 正嗣氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ４９２－ ８２：２１．３１� ２５．５�

（英）

５９ ローリングストーン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４９６＋１０ 〃 クビ １９．９
５８ トーセンガリレオ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 岡田スタツド ５２８＋ ２２：２１．５１ ６．７�
１１ カテキンパワー 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次山上 和良氏 和田正一郎 浦河 浦河育成牧場 ４４８± ０２：２１．８１� １６．８�
３４ キタノハヤブサ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ５０８－１０２：２２．５４ １６２．６�
８１５ リュウシンリスボン 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 B４６０－１２２：２２．９２� ２１６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，９８６，７００円 複勝： ３４，０７４，５００円 枠連： １８，６０７，０００円

馬連： ５９，０７６，４００円 馬単： ３４，３６５，１００円 ワイド： ２５，７６４，４００円

３連複： ７９，１２９，３００円 ３連単： １１２，７６１，４００円 計： ３８１，７６４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７１０円 複 勝 � ３４０円 � ３３０円 � ２００円 枠 連（４－７） ２，６００円

馬 連 �� ８，３４０円 馬 単 �� １７，１５０円

ワ イ ド �� ２，７３０円 �� １，３３０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １３，９００円 ３ 連 単 ��� １０７，５２０円

票 数

単勝票数 計 １７９８６７ 的中 � ８３２４（９番人気）
複勝票数 計 ３４０７４５ 的中 � ２４２８５（７番人気）� ２５１０６（６番人気）� ５４４６６（２番人気）
枠連票数 計 １８６０７０ 的中 （４－７） ５２８３（１４番人気）
馬連票数 計 ５９０７６４ 的中 �� ５２２９（３６番人気）
馬単票数 計 ３４３６５１ 的中 �� １４７９（７５番人気）
ワイド票数 計 ２５７６４４ 的中 �� ２２５８（４２番人気）�� ４７９０（１７番人気）�� ７５３２（９番人気）
３連複票数 計 ７９１２９３ 的中 ��� ４２０２（５４番人気）
３連単票数 計１１２７６１４ 的中 ��� ７７４（４２６番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．９―１３．２―１３．７―１４．４―１４．２―１４．２―１３．５―１２．４―１２．２―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１９．１―３２．３―４６．０―１：００．４―１：１４．６―１：２８．８―１：４２．３―１：５４．７―２：０６．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワイルドロジャー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Montjeu デビュー ２０１２．１．９ 中山４着

２００９．３．２０生 牡３栗 母 ボ ラ ン ス 母母 エクソセット ３戦１勝 賞金 ５，９００，０００円
※出走取消馬 シャイボーイ号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※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 シャイニーアース号・ディアスピリトゥス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 東京競馬 第６日



０３０６３ ２月１２日 晴 稍重 （２４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）

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

４８ フィールザラブ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４２２－ ２１：４０．９ ５１．６�

７１４ セイカフォルトゥナ 牝３栗 ５４ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 ４７４－ ２１：４１．２１� ６．０�
３６ グレイグース 牝３芦 ５４ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 ５１０－ ８１：４１．８３� ５．７�
８１５ トゥルーマートル 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４２６－ ４１：４２．０１� １６．２�
１２ ツクバクイーン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸荻原 昭二氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４２８－ ２１：４２．２１� ３．６�
５９ コ ス モ リ オ 牝３青鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム ４７６－ ２１：４２．３� ７．４	
２４ ミスエコパワー 牝３栃栗５４ 田中 勝春吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：４２．６１� １３０．５

４７ ポ ッ プ イ ン 牝３鹿 ５４ 津村 明秀島田 久氏 小野 次郎 日高 今井牧場 ４２８＋ ４１：４２．７� １６．４�
６１２ アンマリアトーレ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ２ 〃 ハナ ３．８�
５１０ イエローシュシュ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信ディアレスト 清水 英克 新冠 松浦牧場 B４５６－ ２ 〃 クビ ４８．０
２３ エ ビ ー タ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司石川 達絵氏 小笠 倫弘 新ひだか 水上 習孝 ４０４± ０１：４２．８� １２２．９�
３５ チェリールージュ 牝３栗 ５４ 武士沢友治田頭 勇貴氏 高柳 瑞樹 新冠 村上牧場 B４５０－ １１：４３．２２� ３７８．４�
６１１ スイートカトレヤ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次シンボリ牧場 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 ４４６－１４１：４３．８３� １７５．５�
１１ ダーレームーン 牝３鹿 ５４ 丸山 元気守内 満氏 堀井 雅広 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３０＋１４１：４３．９クビ ２７．０�
８１６ シーキングベガ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広池田 豊治氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 ４８２－ ２１：４４．５３� ８３．８�
７１３ ビッグジャーニー 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�ビッグ 石栗 龍彦 むかわ 桑原牧場 ４８６－１０１：４５．７７ ３５９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５１１，９００円 複勝： ４２，３９３，９００円 枠連： １５，５９３，５００円

馬連： ６０，２９６，２００円 馬単： ３９，２６７，８００円 ワイド： ２５，６４８，３００円

３連複： ７３，９９８，６００円 ３連単： １１４，４０８，４００円 計： ３９３，１１８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，１６０円 複 勝 � １，２６０円 � ２３０円 � ２１０円 枠 連（４－７） ３，３８０円

馬 連 �� １６，９２０円 馬 単 �� ４４，５９０円

ワ イ ド �� ４，２２０円 �� ４，３６０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ２５，５８０円 ３ 連 単 ��� ２９７，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２１５１１９ 的中 � ３２９１（１０番人気）
複勝票数 計 ４２３９３９ 的中 � ６８７７（１０番人気）� ５２６１９（４番人気）� ６２９８３（２番人気）
枠連票数 計 １５５９３５ 的中 （４－７） ３４０５（１７番人気）
馬連票数 計 ６０２９６２ 的中 �� ２６３０（３７番人気）
馬単票数 計 ３９２６７８ 的中 �� ６５０（８４番人気）
ワイド票数 計 ２５６４８３ 的中 �� １４４５（３６番人気）�� １３９８（３７番人気）�� １０１１０（８番人気）
３連複票数 計 ７３９９８６ 的中 ��� ２１３５（６６番人気）
３連単票数 計１１４４０８４ 的中 ��� ２８４（６２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３６．５―４９．８―１：０３．３―１：１６．０―１：２８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールザラブ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Distant View デビュー ２０１１．１２．２４ 中山１１着

２００９．４．７生 牝３栗 母 フィールザビュウ 母母 Feel the Capote ２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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 アンゲルスノーヴス号・エイダイクリス号・クリーンヒット号・トランスレイション号・ブレイブレディ号

０３０６４ ２月１２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２４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 ７，０００，０００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

４５ ドリームマイスター 牡７鹿 ６０ 草野 太郎セゾンレースホース� 畠山 吉宏 静内 藤川フアーム ５１０－ ４３：２３．４ ５０．３�

３３ � グレイドケイ 牡４黒鹿５９ 石神 深一江川 伸夫氏 矢野 照正 米 B. Wayne
Hughes ５２６＋１６３：２３．７１� ３３．５�

６９ バックハウス 牡６栗 ６０ 五十嵐雄祐池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４８４－ ２３：２４．２３ ３．２�
７１２ メジロサンノウ 牡４黒鹿５９ 大江原 圭岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７２± ０３：２５．２６ １９．４�
６１０� メイショウオルフェ 牡５黒鹿６０ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４９８＋ ４３：２５．８３� ２０．８�
１１ � ハンドクラッピング 牡６栗 ６０ 鈴木 慶太加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 山田牧場 ４９６＋２６３：２５．９� １６３．３�
５８ � コブラボール 牡８青鹿６０ 高野 和馬吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４８６＋ ４３：２６．１１	 ８．１	
８１３� スマートカンパニー 
６鹿 ６０ 平沢 健治岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか ダイイチ牧場 ４７２＋ ４ 〃 アタマ ８５．９

３４ シュヴァルツシルト 
４黒鹿５９ 池崎 祐介 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４７２＋１０３：２６．９５ １１１．１�
４６ スーパーティチャー 牝５鹿 ５８ 穂苅 寿彦福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４９６＋ ４ 〃 クビ ６．０
７１１ ア バ デ ィ 
５黒鹿６０ 大庭 和弥加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４３８＋ ４３：２７．４３ ４３．１�
８１４� ホーカーシーホーク 牡６黒鹿６０ 金子 光希石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４７０＋ ２３：２９．１大差 ２．３�
５７ � ドクターブリーズ 牝４鹿 ５７ 横山 義行松岡 悟氏 根本 康広 新冠 村上牧場 ４３４＋ ４３：３１．２大差 １９６．９�
２２ バンクーバーリズム 牝４栗 ５７ ▲小野寺祐太安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ４５６＋１０ （競走中止） ２６５．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，１６４，２００円 複勝： １９，５４６，１００円 枠連： １４，４５９，９００円

馬連： ４１，１４１，６００円 馬単： ３０，０９８，９００円 ワイド： １８，３５７，４００円

３連複： ５６，３４３，９００円 ３連単： １００，２６９，４００円 計： ２９８，３８１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，０３０円 複 勝 � ７２０円 � ６５０円 � １８０円 枠 連（３－４） ４，３９０円

馬 連 �� ２８，２８０円 馬 単 �� ６９，６４０円

ワ イ ド �� ７，３５０円 �� ２，４２０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ３８，３６０円 ３ 連 単 ��� ４２７，７４０円

票 数

単勝票数 計 １８１６４２ 的中 � ２８４７（９番人気）
複勝票数 計 １９５４６１ 的中 � ６０２９（９番人気）� ６７９０（７番人気）� ３８５６３（２番人気）
枠連票数 計 １４４５９９ 的中 （３－４） ２４３１（１４番人気）
馬連票数 計 ４１１４１６ 的中 �� １０７４（４４番人気）
馬単票数 計 ３００９８９ 的中 �� ３１９（８９番人気）
ワイド票数 計 １８３５７４ 的中 �� ６００（４５番人気）�� １８６６（２５番人気）�� ３６４０（１３番人気）
３連複票数 計 ５６３４３９ 的中 ��� １０８４（７５番人気）
３連単票数 計１００２６９４ 的中 ��� １７３（６００番人気）

上り １マイル １：４６．８ ４F ５１．３－３F ３８．４
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームマイスター �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００７．１２．８ 中山１着

２００５．４．１４生 牡７鹿 母 オリミツキネン 母母 ウ サ ロ マ ン 障害：３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 バンクーバーリズム号は，１周目５号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ハンドクラッピング号の騎手鈴木慶太は，１周目５号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（２番への進路影響）
〔その他〕 ハンドクラッピング号は，１周目５号障害および１周目６号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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ジュヌドラゴン号・シンボリルルド号



０３０６５ ２月１２日 晴 良 （２４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）

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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

１１ ゴールデンナンバー 牝３栗 ５４ 大庭 和弥池谷 誠一氏 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８２ ―１：３６．６ ７．５�

８１６ リムピッドメロディ 牝３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４３６ ― 〃 クビ ３３．８�
３６ マイネルヴェリタス 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 荻伏三好フ
アーム ４９０ ―１：３６．７� ２５．６�

８１５ シベリアンスパーブ 牡３鹿 ５６ T．クウィリー藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 ４９０ ― 〃 クビ ４８．１�
（英）

６１１ アルフェロア 牡３青鹿５６ 吉田 豊吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８２ ―１：３６．８� ３．３�
５１０ ブライトシャドウ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４３６ ―１：３６．９� ２．５�
４８ リングネブラ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４８ ―１：３７．９６ ７．４	
２３ エアアナベル 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �ラッキーフィールド田村 康仁 様似 猿倉牧場 ４２６ ―１：３８．１１� ５８．０

４７ � ミスリンディ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信荒井 壽明氏 本間 忍 米 Hidekazu

Date ４９０ ―１：３８．２クビ １７．７�
２４ アデステフィデレス 牝３栗 ５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４８２ ― 〃 クビ ７０．１�
１２ サ ラ フ ァ ン 牝３栗 ５４ 柴田 善臣ターフ・スポート大竹 正博 浦河 上山牧場 ４７６ ―１：３８．５１� ２３．４�
６１２ ブルーリバティー 牡３栗 ５６ 武士沢友治 �ブルーマネジメント田村 康仁 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４８ ― 〃 クビ ３７．７�
７１４ ダイワキャピタル 牝３栗 ５４ 木幡 初広大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか フジワラフアーム ４８０ ―１：３９．２４ １３０．４�
３５ クリノハナミチ 牡３栗 ５６ 田中 博康栗本 博晴氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 ４９４ ―１：３９．３� １１９．３�
５９ メインメリー 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成金森圭史朗氏 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 ４５０ ―１：３９．４クビ １４９．２�
７１３ マ ッ ド パ イ 牡３青鹿５６ 丸山 元気井上 久光氏 高市 圭二 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４９８ ―１：４０．０３� ２１２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，９４９，０００円 複勝： ３２，６２８，８００円 枠連： １９，５５０，３００円

馬連： ５６，６３４，３００円 馬単： ３７，９９３，１００円 ワイド： ２３，７６０，０００円

３連複： ６７，９９１，２００円 ３連単： １０９，８１３，４００円 計： ３７４，３２０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２６０円 � ６７０円 � ５３０円 枠 連（１－８） ３，７７０円

馬 連 �� ８，７４０円 馬 単 �� １６，３２０円

ワ イ ド �� ３，３００円 �� ２，０５０円 �� ４，４３０円

３ 連 複 ��� ４４，４１０円 ３ 連 単 ��� ２１０，５００円

票 数

単勝票数 計 ２５９４９０ 的中 � ２７６０３（４番人気）
複勝票数 計 ３２６２８８ 的中 � ３７７９４（４番人気）� １１７８１（８番人気）� １５４８３（７番人気）
枠連票数 計 １９５５０３ 的中 （１－８） ３８２８（１４番人気）
馬連票数 計 ５６６３４３ 的中 �� ４７８４（２８番人気）
馬単票数 計 ３７９９３１ 的中 �� １７１９（５１番人気）
ワイド票数 計 ２３７６００ 的中 �� １７７０（３６番人気）�� ２８９１（２２番人気）�� １３１０（４３番人気）
３連複票数 計 ６７９９１２ 的中 ��� １１３０（１２０番人気）
３連単票数 計１０９８１３４ 的中 ��� ３８５（５２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．２―２４．７―３６．５―４８．７―１：０１．０―１：１２．８―１：２４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンナンバー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Selkirk 初出走

２００９．２．１１生 牝３栗 母 アークティックシルク 母母 Cape Verdi １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔騎手変更〕 リムピッドメロディ号の騎手小野寺祐太は，第４競走での落馬負傷のため嶋田純次に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２１頭 ヴァンブラン号・ウインサーガ号・エムエムベレッタ号・エムエムロゼオ号・キャノンシュート号・

ケージートチオトメ号・コスモアネクドート号・コマノガレオス号・サンマルジャパン号・シルキーセブン号・
ジルニトラ号・シーズマイタイプ号・ストレイバード号・テイエムオオテモン号・バンダムデサント号・
マイネマリアンヌ号・マイネラヴリー号・ミッキーナチュラル号・ミュルティス号・レッドサイファー号・
ローズパーキー号

※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。

０３０６６ ２月１２日 晴 良 （２４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

６９ ヴィンテージイヤー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B５０８＋ ２１：３９．６ １．９�

５７ シュガーヒル 牡３芦 ５６ 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：４０．０２� ７．５�

７１１ サンマルデューク 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 ４８８－ ４１：４０．４２� ４．５�
４５ サウスパシフィック 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４９８－ ６１：４０．７２ １３．５�
１１ ドラゴンフラッシュ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４９４－ ８ 〃 クビ １４．０�
５６ � フェアエレン 牝３栗 ５４ 岩田 康誠前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar

Farm LLC ４７２－ ４ 〃 ハナ ２３．８�
３３ ホーカーテンペスト 牡３栗 ５６ 横山 典弘 	キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４９４＋１０１：４０．９１� １１．７

６８ コスモパルダ 牡３青鹿５６ 中谷 雄太 	ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４７８－ ２ 〃 ハナ ９５．０�
４４ マイネルハーシェル 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 コスモヴューファーム B４７２± ０ 〃 ハナ ７６．９�
８１３	 カンタベリーナイト 牡３鹿 ５６ 武士沢友治峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４７６－ ８１：４１．６４ ８９．９
７１０ ティティカカ 牝３栗 ５４ 丸山 元気ディアレスト 田村 康仁 浦河 鮫川 啓一 ４９０－ ２１：４１．７� １７６．１�
８１２ クレバーバラード 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝田� 正明氏 岩戸 孝樹 浦河 川越ファーム ４８４－ ６１：４１．９１� ２８．０�
２２ アルファウイング 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次�貴悦 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 ４７４＋１４１：４２．０クビ ３０．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３８，０７９，６００円 複勝： ５９，３５２，５００円 枠連： １８，０６９，９００円

馬連： ８０，９１１，９００円 馬単： ５３，０２５，１００円 ワイド： ３５，０９８，２００円

３連複： ９４，４９６，７００円 ３連単： １７４，２００，５００円 計： ５５３，２３４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（５－６） ４５０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� １９０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ４，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３８０７９６ 的中 � １５８１７２（１番人気）
複勝票数 計 ５９３５２５ 的中 � ２３２３９７（１番人気）� ６９７４８（３番人気）� ８９６７６（２番人気）
枠連票数 計 １８０６９９ 的中 （５－６） ２９７６０（２番人気）
馬連票数 計 ８０９１１９ 的中 �� ８２５３２（２番人気）
馬単票数 計 ５３０２５１ 的中 �� ３７４７８（２番人気）
ワイド票数 計 ３５０９８２ 的中 �� ３４９１３（２番人気）�� ５４６９６（１番人気）�� １１３８５（７番人気）
３連複票数 計 ９４４９６７ 的中 ��� ６５８３３（１番人気）
３連単票数 計１７４２００５ 的中 ��� ３０７７５（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３６．２―４９．１―１：０２．２―１：１４．７―１：２７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィンテージイヤー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Starborough デビュー ２０１１．９．１０ 阪神１着

２００９．２．２１生 牡３鹿 母 ボンヌマール 母母 レイクアネシー ８戦２勝 賞金 ２７，０００，０００円



０３０６７ ２月１２日 晴 良 （２４東京１）第６日 第７競走 ��
��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

５９ � カネトシイナーシャ 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing
Stables, LLC ４７６＋ ６１：１９．２ ２．２�

１１ テンエイエスプリ 牡５栗 ５７ 田中 勝春熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人
天栄牧場 ４９０＋ ２１：１９．５２ ９．５�

３５ オ リ ジ ン �４鹿 ５７ 吉田 豊岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 桑田フアーム ４６８－ ２１：１９．８２ ４．７�
２３ デュアルサクセス 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４４８＋１４１：２０．１１	 ９．９�
８１５ コスモイルダーナ 牡５青鹿５７ 柴田 大知岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 ４９０＋ ８１：２０．３１
 １１．８�
４８ ビッグサンダー 牡５栗 ５７ 丸山 元気魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ５０６± ０１：２０．６１	 ５２．７�
７１３ ノ ボ ク ン 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４９４＋３０１：２０．８１
 ３８．５	
７１４� ストーンステージ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成河� 五市氏 田村 康仁 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４９６＋ １ 〃 ハナ １５．３

１２ ダイワスペシャル �４栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 ５０６－ ４１：２１．２２� １８．０�
４７ � センノデバギヤ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一浅野 正敏氏 清水 英克 むかわ ヤマイチ牧場 ５１２＋１４１：２１．６２� ６１．７�
２４ アイアムエレガント 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５０２＋ ６１：２１．９１	 ７８．７
６１１� ア マ レ ッ ト 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣�イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 ４４２－ ６１：２２．１１
 １５．３�
５１０� アレルヤトウブ 牡４栗 ５７ 小林 淳一真部 晴�氏 佐藤 吉勝 日高 下河辺牧場 ４３０－１２１：２２．３１
 ３３３．７�
３６ � アキノアゲイン 牝５栗 ５５ 田中 博康穐吉 正孝氏 大和田 成 新冠 タニグチ牧場 ４５４－１２１：２２．７２� ２２３．９�
８１６ タイセイクライマー 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム B４６６＋１０１：２３．８７ ７９．９�
６１２ ハ ロ ー タ マ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝ニットー商事� 菊川 正達 新冠 斉藤 安行 B４４４－ ２１：２４．６５ ７４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，４４０，１００円 複勝： ４６，５５６，２００円 枠連： ２１，８６７，３００円

馬連： ７６，５９９，４００円 馬単： ４６，６０７，９００円 ワイド： ３１，８８８，８００円

３連複： ９１，３３１，１００円 ３連単： １５１，０９３，１００円 計： ４９３，３８３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � １７０円 枠 連（１－５） ７６０円

馬 連 �� ９６０円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ３００円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� ６，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２７４４０１ 的中 � １００６７３（１番人気）
複勝票数 計 ４６５５６２ 的中 � １４１０９０（１番人気）� ４３５９３（３番人気）� ６６３１５（２番人気）
枠連票数 計 ２１８６７３ 的中 （１－５） ２１４２０（２番人気）
馬連票数 計 ７６５９９４ 的中 �� ５９４１１（２番人気）
馬単票数 計 ４６６０７９ 的中 �� ２４３１０（２番人気）
ワイド票数 計 ３１８８８８ 的中 �� ２２１６０（２番人気）�� ２８８３９（１番人気）�� １０８８８（７番人気）
３連複票数 計 ９１３３１１ 的中 ��� ４６４３９（１番人気）
３連単票数 計１５１０９３１ 的中 ��� １８１１８（４番人気）

ハロンタイム ７．２―１０．７―１１．５―１２．４―１２．８―１２．１―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．２―１７．９―２９．４―４１．８―５４．６―１：０６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カネトシイナーシャ �
�
父 Tapit �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．４．１０ 小倉５着

２００８．３．１７生 牡４黒鹿 母 Wednesday’s Child 母母 Bashful Charmer ７戦２勝 賞金 １５，２５０，０００円
〔騎手変更〕 ビッグサンダー号の騎手小野寺祐太は，第４競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイクライマー号・ハロータマ号は，平成２４年３月１２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ジャイアン号・セイカフォルテ号
（非抽選馬） ２頭 ランパスインベガス号・リンドブルム号

０３０６８ ２月１２日 晴 良 （２４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 ７，２００，０００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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

２３ スペースアーク 牡５鹿 ５７ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ４２：２７．６ ３．７�

８１５ マイネルマーク 牡４青鹿５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４６６＋ ４２：２７．８１� ７．０�

１２ ラストノート 牡５鹿 ５７ 横山 典弘 �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 ４８４＋ ４２：２７．９� ８．５�

３５ ナンヨーストロング 	５鹿 ５７ 武士沢友治中村 �也氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ４９４－ ４２：２８．１１� ４５．３�
７１４ エルヴィスバローズ 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８０－ ４ 〃 ハナ ３．３�
１１ ゼ ロ ー ソ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋１０２：２８．２� ９．８	
５１０ ダイワソウル 牡５青鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 B５００＋１６２：２８．３
 ６．４

４８ クリールタイラント 牡４黒鹿５６ 田辺 裕信横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４６０＋ ２２：２８．６１� ４６．０�
６１１� マイネルダウザー 牡５黒鹿５７ T．クウィリー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 堀井 雅広 新ひだか グランド牧場 ５１８－ ２２：２８．７クビ １１１．５�

（英）

７１３ ヤマニンシバルリー 牡４青鹿５６ 柴田 善臣土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４８２＋ ４２：２８．９１� １７．７
６１２ ユ ウ ガ ナ ル 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 新冠 小泉 学 ５４６＋１０２：２９．５３
 １１３．７�
２４ フレンドサンポウ 牝４鹿 ５４ 小林 淳一横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４７４＋ ２２：２９．７１� ２３１．０�
５９ メジロコウミョウ 牝４青鹿５４ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７０－ ４２：２９．９１� ３４．０�
４７ シルキーフェスタ 牝５栗 ５５ 柴田 大知有限会社シルク大和田 成 新冠 須崎牧場 ４３８－ ８２：３０．９６ ２４６．８�
３６ イ キ ナ ヤ ツ 牡４栗 ５６ 木幡 初広北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 ４６６＋ ２２：３１．１� ２１１．２�
８１６ ロックフルマーク 牡５黒鹿５７ 田中 博康小原 巖氏 大和田 成 新冠 飛渡牧場 ４２６＋ ２２：３８．０大差 ２４４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，７１９，４００円 複勝： ４６，２２９，５００円 枠連： ２６，４９６，２００円

馬連： ８７，８８６，２００円 馬単： ５１，５５８，７００円 ワイド： ３２，７０３，７００円

３連複： ９７，７６６，４００円 ３連単： １６４，４２６，２００円 計： ５３６，７８６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � ２５０円 枠 連（２－８） １，５００円

馬 連 �� １，４８０円 馬 単 �� ２，８７０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ５８０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ３，８８０円 ３ 連 単 ��� ２１，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２９７１９４ 的中 � ６３６１０（２番人気）
複勝票数 計 ４６２２９５ 的中 � ９４２９３（２番人気）� ５４０５２（３番人気）� ４３４４４（６番人気）
枠連票数 計 ２６４９６２ 的中 （２－８） １３０５９（９番人気）
馬連票数 計 ８７８８６２ 的中 �� ４３９８７（７番人気）
馬単票数 計 ５１５５８７ 的中 �� １３２６９（１２番人気）
ワイド票数 計 ３２７０３７ 的中 �� １２８７５（９番人気）�� １４４２８（６番人気）�� ７６２０（１４番人気）
３連複票数 計 ９７７６６４ 的中 ��� １８５９６（１７番人気）
３連単票数 計１６４４２６２ 的中 ��� ５７７４（７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２３．８―３５．８―４８．５―１：００．９―１：１３．６―１：２６．８―１：４０．１―１：５２．４―２：０３．６―２：１５．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スペースアーク �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Grand Lodge デビュー ２００９．７．２６ 札幌１着

２００７．４．２５生 牡５鹿 母 サミットヴィル 母母 Tina Heights １６戦２勝 賞金 ２５，７１０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロックフルマーク号は，平成２４年３月１２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 オペラオーカン号・タガノキズナ号
※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。



０３０６９ ２月１２日 晴 良 （２４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，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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

１１ イーグルドライヴ 牡５栗 ５５ 北村 宏司�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 B５１４＋ ４１：３９．３ ４．１�

２３ � サクラエンブレム 牡５青 ５４ 田辺 裕信�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ５０２－ ６１：３９．４� ５９．８�
７１３ ガ ム ラ ン 牡４青鹿５６ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５３８＋ ４１：３９．５� ３．９�
８１４ ペパーミントラヴ 牝６芦 ５３ 岩田 康誠 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５０８－ ８ 〃 アタマ ８．３�
３４ � テープカット 牡５鹿 ５５ 後藤 浩輝橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか タイヘイ牧場 ４６０＋ ４１：３９．７１ １５．１�
４６ シルクグラサージュ 牡４青鹿５５ 蛯名 正義有限会社シルク高木 登 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２＋ ２１：３９．９１	 ６．６	
６１１ エターナルロブロイ 牡５鹿 ５５ 石橋 脩大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５１０＋ ２１：４０．０� ９．２

４７ キングスリージョン 牡６栗 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４９０－ ８ 〃 クビ １０．７�
５８ タケルハヤテ 牡４鹿 ５３ 柴山 雄一森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６４＋ ４１：４０．１クビ １５８．９�
８１５ ヴ ィ ジ ャ イ 牡４鹿 ５５ 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１２－ ４１：４０．２� １３．０
６１０ ビッグギャンブラー 牡４栗 ５２ 丸山 元気坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５３６－１２１：４０．４１	 ９９．５�
３５ 
 エスジーストリーム 牡７青鹿５２ 田中 博康窪田 滋氏 藤岡 範士 米

Robert N.
Scanlon & Polo
Green Stable

４８２± ０ 〃 アタマ ２５．０�
７１２ ブレイクチャンス 牡５鹿 ５５ 武士沢友治齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４１：４０．５� ２３．２�
２２ ジールドリル 牡５鹿 ５３ 田中 勝春前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４０＋ ８ 〃 ハナ １６３．９�
５９ アプローズヒーロー 牡８鹿 ５１ 石神 深一小野 博郷氏 浅野洋一郎 三石 稲葉牧場 ４７０＋ ８１：４０．８１� ６３．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３８，６８９，２００円 複勝： ６７，４０７，９００円 枠連： ３７，２４３，８００円

馬連： １４０，１９７，４００円 馬単： ７４，５７１，０００円 ワイド： ４６，５５７，５００円

３連複： １５５，９９０，０００円 ３連単： ２６７，２０８，６００円 計： ８２７，８６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � １，３３０円 � １７０円 枠 連（１－２） ７，８３０円

馬 連 �� １３，２８０円 馬 単 �� １７，３１０円

ワ イ ド �� ３，２８０円 �� ４１０円 �� ３，７３０円

３ 連 複 ��� ２０，１００円 ３ 連 単 ��� １５６，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３８６８９２ 的中 � ７５０５９（２番人気）
複勝票数 計 ６７４０７９ 的中 � １１６５００（２番人気）� ９１９４（１１番人気）� １２７９７９（１番人気）
枠連票数 計 ３７２４３８ 的中 （１－２） ３５１２（２０番人気）
馬連票数 計１４０１９７４ 的中 �� ７７９２（４０番人気）
馬単票数 計 ７４５７１０ 的中 �� ３１８１（６５番人気）
ワイド票数 計 ４６５５７５ 的中 �� ３２８３（４０番人気）�� ３１８５８（１番人気）�� ２８８１（４１番人気）
３連複票数 計１５５９９００ 的中 ��� ５７２８（７５番人気）
３連単票数 計２６７２０８６ 的中 ��� １２５９（４９４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．０―３６．７―４９．９―１：０３．１―１：１５．５―１：２７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３６．２
３ １，３－１３，１１（８，１４）（２，１２，１０）（４，１５）５（９，６）７ ４ １，３，１３（８，１１）１４（２，１２，１０）（５，４，１５）（９，６）７

勝馬の
紹 介

イーグルドライヴ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００９．１２．１９ 中山３着

２００７．４．１生 牡５栗 母 ステファニーチャン 母母 チャリタブル １８戦３勝 賞金 ３４，６３１，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出走取消馬 マジカルブリット号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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 エイワナギ号・ボリュームゾーン号

０３０７０ ２月１２日 晴 良 （２４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；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 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

３４ サクラゴスペル 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 ４７６± ０１：２１．７ ３．１�

２３ シルクウェッジ 牡５青鹿５７ 横山 典弘有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４９８＋ ４１：２１．８� ３．５�
６１１ ピースピース 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４７６－ ２１：２２．２２� ２４．９�
４７ � ドリームピーチ 牝５鹿 ５５ T．クウィリー�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４５６± ０１：２２．３	 ４３．５�

（英）

１１ タツミリュウ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ４８８± ０ 〃 アタマ ９．７�
８１５ サザンスターディ 牡６鹿 ５７ 津村 明秀南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５３０－１０１：２２．５１� １０．８	
７１２ トウショウフォアゴ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８４± ０１：２２．６クビ １２．８

７１３ ミカエルビスティー 牡５黒鹿５７ 内田 博幸備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４７４－１０ 〃 アタマ ５．０�
４６ 
 ブルーデインヒル 牡７鹿 ５７ 北村 宏司 �ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House

Stud Ltd. ４８２－ ２１：２２．９１	 ２１．５�
５９ ダノンブライアン �８鹿 ５７ 後藤 浩輝�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０４± ０ 〃 クビ ５５．９
３５ ストロングポイント 牡６芦 ５７ 田中 勝春畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 B４９０＋１２１：２３．０クビ １４５．５�
５８ アイアンルック 牡６鹿 ５７ 石橋 脩池上 一馬氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５５０－ ６ 〃 アタマ ５０．４�
８１４ セレスマジェスティ 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 �原 敏明 B４９８± ０ 〃 クビ ５０．６�
６１０ クリールバレット 牡８鹿 ５７ 木幡 初広横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４７６－ ２１：２３．１クビ ２７４．４�

（１４頭）
２２ プリンセスメモリー 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４０，３８７，９００円 複勝： ６８，６２１，７００円 枠連： ３６，４４２，５００円

馬連： １７４，０５３，１００円 馬単： ９０，７８１，５００円 ワイド： ５２，５０３，７００円

３連複： １８６，９２０，８００円 ３連単： ３６２，７６１，３００円 計： １，０１２，４７２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � ４９０円 枠 連（２－３） ４９０円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� １，０９０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ４，０４０円 ３ 連 単 ��� １４，６４０円

票 数

単勝票数 計 ４０３８７９ 的中 � １０４５３１（１番人気）
複勝票数 計 ６８６２１７ 的中 � １４６５０３（１番人気）� １４１５５４（２番人気）� ２５１５６（８番人気）
枠連票数 計 ３６４４２５ 的中 （２－３） ５５７２０（１番人気）
馬連票数 計１７４０５３１ 的中 �� ２３８９４８（１番人気）
馬単票数 計 ９０７８１５ 的中 �� ６８１０３（１番人気）
ワイド票数 計 ５２５０３７ 的中 �� ６２２５６（１番人気）�� １０８１５（１５番人気）�� ８７５２（１６番人気）
３連複票数 計１８６９２０８ 的中 ��� ３４２０２（１２番人気）
３連単票数 計３６２７６１３ 的中 ��� １８２９４（３９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１１．９―１１．８―１１．２―１１．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２４．０―３５．９―４７．７―５８．９―１：１０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３４．０
３ １，３（５，１５）（９，１２）４，１１（６，１０，７）１４，８，１３ ４ ・（１，３）（５，１５）９（４，１２）（６，１１）（７，１４）（１０，１３）８

勝馬の
紹 介

サクラゴスペル �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２０１１．１．２９ 東京１着

２００８．４．４生 牡４黒鹿 母 サクラブルース 母母 スループリンセス ９戦４勝 賞金 ５５，３３３，０００円
〔出走取消〕 プリンセスメモリー号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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



０３０７１ ２月１２日 晴 良 （２４東京１）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第４６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 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３３ ゴールドシップ 牡３芦 ５７ 内田 博幸小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 ５０６＋ ４１：４８．３ ４．１�

２２ ディープブリランテ 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム ５１０＋１２１：４８．６１� １．４�

７８ スピルバーグ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６ 〃 ハナ １３．７�
４４ ストローハット 牡３栗 ５６ T．クウィリー 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：４８．７	 １５．５�

（英）

７９ コスモオオゾラ 牡３鹿 ５６ 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 ４７４－ ４１：４８．９１
 ３２．２�
８１１ エ ネ ア ド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－ ２１：４９．０� １７．８	
６７ ジャングルクルーズ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１０＋１０１：４９．３２ ２３．７

６６ ブライアンズオーラ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 友田牧場 ４７０－ ６ 〃 アタマ ２１１．７�
８１０ ア ー カ イ ブ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４７６－ ４１：４９．４クビ ５２．１�
１１ ガッテンキャンパス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 ４５０－ ６１：４９．６１
 ２８３．０
５５ タガノグーフォ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 ４８４＋ ２１：４９．９２ １５９．８�

（１１頭）

売 得 金
単勝： ２１２，１５８，２００円 複勝： ３９４，４５４，７００円 枠連： ９２，８６５，７００円 馬連： ５６３，５８２，１００円 馬単： ４６１，４６１，１００円

ワイド： １８３，４６２，１００円 ３連複： ６２５，５５７，８００円 ３連単： ２，１０５，９３５，８００円 ５重勝： ９９１，５１４，５００円 計： ５，６３０，９９２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（２－３） ２２０円

馬 連 �� ２１０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド �� １３０円 �� ３７０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� ３，７９０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����� １，７７１，７７０円

票 数

単勝票数 計２１２１５８２ 的中 � ４１４５９４（２番人気）
複勝票数 計３９４４５４７ 的中 � ６５１５３７（２番人気）� ２３９７２８９（１番人気）� ２０４９４０（３番人気）
枠連票数 計 ９２８６５７ 的中 （２－３） ３２１９８６（１番人気）
馬連票数 計５６３５８２１ 的中 �� ２０１６２３３（１番人気）
馬単票数 計４６１４６１１ 的中 �� ４４１１３０（２番人気）
ワイド票数 計１８３４６２１ 的中 �� ５１３５５４（１番人気）�� ９１８３４（５番人気）�� １３２１９２（２番人気）
３連複票数 計６２５５５７８ 的中 ��� ７２６３０６（１番人気）
３連単票数 計２１０５９３５８ 的中 ��� ４１０１４３（８番人気）
５重勝票数 計９９１５１４５ 的中 ����� ４１３

ハロンタイム １２．９―１１．９―１２．５―１２．８―１２．５―１２．１―１０．９―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．８―３７．３―５０．１―１：０２．６―１：１４．７―１：２５．６―１：３６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．７―３F３３．６

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

勝馬の
紹 介

ゴールドシップ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２０１１．７．９ 函館１着

２００９．３．６生 牡３芦 母 ポイントフラッグ 母母 パストラリズム ５戦３勝 賞金 ８６，９２２，０００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。

０３０７２ ２月１２日 晴 良 （２４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 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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

１２ マイネルエデン 牡６鹿 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５２４＋ ４１：２２．３ １１．６�

６１２ サイレントソニック 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４５２＋ ６１：２２．５１� ８．１�
１１ ミスターマスタード 牡４鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４５８＋ ２１：２２．７１� ２４．４�
４７ エ ス カ ー ダ 牡５青鹿５７ 柴山 雄一山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４６６－ ６ 〃 アタマ １３９．１�
６１１	 ヤ マ ノ ラ ヴ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信山住れい子氏 牧 光二 日高 竹島 幸治 B４６０－ ２１：２２．９１� １０．９�
２４ ユキノアイオロス 
４鹿 ５７ 武士沢友治井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム ４６６＋１０１：２３．０クビ １３５．８�
７１４ アイアンデューク 牡６芦 ５７ 北村 宏司栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４７６－ ４１：２３．１� １４．８	
２３ 	 バンダムレクス 牡７黒鹿５７ T．クウィリー山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４６２＋１０１：２３．２� ７３．８


（英）

４８ グリッドマトリクス 牡６鹿 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ５１４－１０１：２３．３� １５．３�
５９ ミエノゴーゴー 牡４黒鹿５７ 石橋 脩里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：２３．４� １．９�
３５ 	 クリノスレンダー 牝６鹿 ５５ 後藤 浩輝栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４８２± ０１：２３．５� ５２．７
５１０	 エ ク レ ウ ス 牡７黒鹿５７ 中谷 雄太栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B４９８－ ４１：２３．６� ８１．２�
８１５� エイシンダヴィンチ 牡６青鹿５７ 柴田 善臣平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-

nulty ４７６－ ２１：２３．９１� １０２．８�
７１３ カムレーシング 牡６黒鹿５７ 丸山 元気吉田 和子氏 清水 英克 浦河 杵臼牧場 ５１０± ０１：２４．３２� ９２．８�
８１６ レッドストラーダ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B４８２－ ６１：２４．６１� ６．３�
３６ マンゴプディング 牝５黒鹿５５ 津村 明秀 �ローレルレーシング 小野 次郎 新冠 村田牧場 ４３４＋ ４ （競走中止） １０７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７５，２０１，８００円 複勝： １０２，２２９，７００円 枠連： ５９，６１６，８００円

馬連： ２１８，０５４，０００円 馬単： １２６，２５１，８００円 ワイド： ７８，５５８，７００円

３連複： ２５９，６７８，３００円 ３連単： ５３９，３４２，０００円 計： １，４５８，９３３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ４００円 � ３３０円 � ６００円 枠 連（１－６） １，７４０円

馬 連 �� ４，７９０円 馬 単 �� １０，９８０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� ２，０００円 �� ３，７４０円

３ 連 複 ��� ２３，７１０円 ３ 連 単 ��� １６１，９４０円

票 数

単勝票数 計 ７５２０１８ 的中 � ５１４７１（５番人気）
複勝票数 計１０２２２９７ 的中 � ６９２１１（６番人気）� ８６４０９（４番人気）� ４２２０１（８番人気）
枠連票数 計 ５９６１６８ 的中 （１－６） ２５２９４（７番人気）
馬連票数 計２１８０５４０ 的中 �� ３３６２９（１５番人気）
馬単票数 計１２６２５１８ 的中 �� ８４９０（３２番人気）
ワイド票数 計 ７８５５８７ 的中 �� １３１８１（１６番人気）�� ９７２２（２３番人気）�� ５０９０（３３番人気）
３連複票数 計２５９６７８３ 的中 ��� ８０８３（７４番人気）
３連単票数 計５３９３４２０ 的中 ��� ２４５８（４３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．９―３５．６―４７．４―５８．７―１：１０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３４．９
３ １（２，１１）（５，７，１３，１５）（３，１６）（４，９，１０）（８，１２）６，１４ ４ １（１１，１５）２（５，７）（３，９）（４，１６）（１０，１３）（８，１２）（６，１４）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルエデン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００８．９．７ 札幌４着

２００６．５．１９生 牡６鹿 母 モ ナ ベ ー ル 母母 ディサイデッドエアー ２１戦４勝 賞金 ５９，３１６，０００円
〔騎手変更〕 エスカーダ号の騎手小野寺祐太は，第４競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
〔発走状況〕 マイネルエデン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 マンゴプディング号は，競走中に疾病〔右第１指関節開放性脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ミエノゴーゴー号の騎手石橋脩は，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１０，０００円。（１６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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アイスカービング号・ジョーアカリン号・セイウンジャガーズ号・ラインジェシカ号
※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。

５レース目



（２４東京１）第６日 ２月１２日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８頭 本 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

２４２，３６０，０００円
６，５２０，０００円
１，７４０，０００円
２２，０３０，０００円
６１，８５５，５００円
５，４８９，８００円
１，７０８，８００円

勝馬投票券売得金
５７４，１５３，３００円
９９２，９５０，９００円
３７７，４７１，７００円
１，６１８，１３４，９００円
１，０９３，９３５，７００円
５８２，８８８，９００円
１，８６８，４３３，９００円
４，３４８，２９９，３００円
９９１，５１４，５００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 １２，４４７，７８３，１００円

総入場人員 ３５，７８５名 （有料入場人員 ３３，８６６名）


