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03001 2月1日 晴 良 （26東京1）第1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
1：21．5

不良
不良

612 スペルオンミー 牝3黒鹿54 田辺 裕信吉田 勝己氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 532± 01：28．4 1．5�
35 アンジュシュエット 牝3黒鹿54 後藤 浩輝有限会社シルク伊藤 大士 浦河 桑田牧場 466＋ 21：28．82� 11．0�
713 スカイランナー 牝3栗 54 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 パカパカ

ファーム 480－ 41：28．9クビ 16．0�
510 コ ア ク マ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 408＋ 21：29．11� 13．8�
59 ミシェルメモリアル 牝3鹿 54 丸田 恭介山内 晃氏 和田正一郎 安平 追分ファーム 450－ 2 〃 クビ 10．8�
816 リストワール 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 462－101：29．41� 20．2	
24 フ ァ ビ ン 牝3鹿 54

53 ☆横山 和生桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 大滝 康晴 446－ 41：29．5� 21．8

47 アウラグリーン 牝3鹿 54 丸山 元気斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 414＋141：29．71 235．3�
36 シゲルイシカリ 牝3栗 54 吉田 隼人森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 タニグチ牧場 422± 01：30．12� 33．5�
48 エスティリメイク 牝3栗 54 横山 典弘 エスティファーム 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 438＋ 41：30．31� 104．0�
23 ノーステラス 牝3黒鹿54 北村 宏司 社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 464＋101：30．62 48．6�
11 ワイエムテイラー 牝3鹿 54 津村 明秀サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 500＋14 〃 ハナ 28．3�
714 ニ ヴ ォ ー ズ 牝3鹿 54 黛 弘人ミルファーム 尾関 知人 えりも エクセルマネジメント 448－ 21：31．23� 679．7�
12 クツワホームラン 牝3栗 54 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 450－ 61：31．94 24．4�
611 カ フ ル イ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁稲原牧場 小島 茂之 平取 稲原牧場 476 ― （競走中止） 309．4�
815 ヤマニンシュワイエ 牝3栗 54 柴山 雄一土井 肇氏 粕谷 昌央 浦河 廣田 伉助 482－ 2 （競走中止） 313．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，638，400円 複勝： 84，384，500円 枠連： 18，109，000円
馬連： 56，172，800円 馬単： 43，256，100円 ワイド： 33，480，800円
3連複： 85，250，200円 3連単： 142，217，200円 計： 496，509，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 210円 � 280円 枠 連（3－6） 570円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 370円 �� 390円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 7，720円

票 数

単勝票数 計 336384 的中 � 186830（1番人気）
複勝票数 計 843845 的中 � 494539（1番人気）� 57345（3番人気）� 37664（4番人気）
枠連票数 計 181090 的中 （3－6） 23490（2番人気）
馬連票数 計 561728 的中 �� 55506（1番人気）
馬単票数 計 432561 的中 �� 32200（1番人気）
ワイド票数 計 334808 的中 �� 23830（2番人気）�� 22140（3番人気）�� 5411（15番人気）
3連複票数 計 852502 的中 ��� 22424（4番人気）
3連単票数 計1422172 的中 ��� 13607（6番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．8―13．6―12．9―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．6―37．4―51．0―1：03．9―1：16．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペルオンミー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．11．24 東京8着

2011．2．17生 牝3黒鹿 母 ウィッチズハット 母母 Mrs. Hat 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ヤマニンシュワイエ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。

カフルイ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 カフルイ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アオリンゴ号・オールオブミー号・メイショウベルシア号・ラズライトブルー号

03002 2月1日 晴 良 （26東京1）第1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

611 ワンダフルニュース 牡3栗 56 戸崎 圭太島田 久氏 尾関 知人 日高 浜本 幸雄 484－ 22：17．3 4．3�
612 キネオフォルツァ 牡3芦 56 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 518± 02：17．4� 18．4�
815 デルマコテツ 牡3栗 56 丸山 元気浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 450± 02：18．03� 146．2�
35 クインズストーム 牡3芦 56 松岡 正海 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 佐竹 学 466± 02：18．1� 3．9�
24 ゼンノブショウ 牡3鹿 56 吉田 豊大迫久美子氏 高橋 文雅 浦河 杵臼斉藤牧場 440－ 82：18．2� 54．9�
36 ジーガークリスタル 牡3鹿 56 田辺 裕信	ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 530－ 82：18．41� 5．0

47 ゲンパチスカイ 牡3栗 56 後藤 浩輝平野 武志氏 中川 公成 浦河 杵臼牧場 446－ 4 〃 クビ 10．3�
23 ガ ラ パ ゴ ス 牡3鹿 56 津村 明秀石川 達絵氏 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B484－ 2 〃 ハナ 20．5�
48 エ ル ト ン ト 牡3鹿 56 武 豊山本 英俊氏 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 508＋ 82：18．5クビ 6．0
12 スプレンダー 牝3栗 54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472± 02：19．03 12．6�
713 マンボプリンス 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 三石ファーム 474＋ 22：19．1� 29．5�
11 シンザンプロスパー 牡3鹿 56 西田雄一郎平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 細川牧場 516＋ 22：19．42 28．9�
714 セイカシャルマン 牡3鹿 56 伊藤 工真久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 452－ 62：19．61� 196．4�
59 ネクストロード 牡3栗 56 丸田 恭介長谷川成利氏 大竹 正博 日高 大江牧場 480＋ 6 〃 クビ 82．8�
816 モルフェティー 牡3青鹿56 江田 照男並河賢一郎氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B440＋ 22：19．91� 296．8�
510 ニューエンプレス 牝3鹿 54 四位 洋文服部 新平氏 小島 太 浦河 �川フアーム 474－ 42：22．2大差 106．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，973，700円 複勝： 47，704，900円 枠連： 18，907，000円
馬連： 56，295，700円 馬単： 34，499，100円 ワイド： 30，283，500円
3連複： 83，533，400円 3連単： 116，011，600円 計： 410，208，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 210円 � 570円 � 2，960円 枠 連（6－6） 4，440円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 7，390円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 9，900円 �� 23，170円

3 連 複 ��� 196，340円 3 連 単 ��� 873，640円

票 数

単勝票数 計 229737 的中 � 42791（2番人気）
複勝票数 計 477049 的中 � 77359（2番人気）� 20265（8番人気）� 3490（14番人気）
枠連票数 計 189070 的中 （6－6） 3143（15番人気）
馬連票数 計 562957 的中 �� 8522（19番人気）
馬単票数 計 344991 的中 �� 3447（29番人気）
ワイド票数 計 302835 的中 �� 5159（18番人気）�� 743（67番人気）�� 316（90番人気）
3連複票数 計 835334 的中 ��� 314（264番人気）
3連単票数 計1160116 的中 ��� 98（1313番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―13．1―13．5―13．8―13．6―13．4―13．2―12．8―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．5―31．6―45．1―58．9―1：12．5―1：25．9―1：39．1―1：51．9―2：04．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダフルニュース �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スズカコバン デビュー 2014．1．6 京都6着

2011．3．27生 牡3栗 母 ヘイセイエルザ 母母 ハツピートウメイ 3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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 バロンドール号
（非抽選馬） 3頭 ウインカレント号・チャンピオンリング号・マキシマムフロウ号

第１回 東京競馬 第１日



03003 2月1日 晴 良 （26東京1）第1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
1：34．4
1：33．3

重
良

12 ニシノゲンキマル 牡3栗 56 内田 博幸西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 500± 01：39．5 7．5�
47 フジノゴトク 牡3栗 56 北村 宏司平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 506－ 21：39．81� 2．5�
36 オウトラヴェス 牡3黒鹿56 石橋 脩吉田 和美氏 勢司 和浩 様似 富田 恭司 476＋ 61：40．01� 10．0�
11 ダノンブロンコ 牡3鹿 56 田中 勝春�ダノックス 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 486＋ 61：40．21� 9．7�
815 キンショーウズシオ 牡3芦 56 丸山 元気礒野日出夫氏 根本 康広 新冠 森永 聡 500－ 21：40．41� 5．3�
612 メタフィジクス 牡3栗 56 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498－ 21：40．5� 4．4	
59 フラクシヌス 牡3芦 56 三浦 皇成加藤 徹氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 532 ―1：40．6クビ 50．8

611 ノアカンパニー 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真佐山 公男氏 天間 昭一 新冠 村上牧場 500＋ 21：41．45 133．1�
48 プラチナバディ 牡3鹿 56 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新ひだか 水上 習孝 448－101：41．93 246．3�
23 センノイギダー 牡3栗 56 宮崎 北斗浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内酒井牧場 466－ 21：42．0� 187．2
816 トーホウビースト 牡3青鹿56 後藤 浩輝東豊物産� 牧 光二 日高 竹島 幸治 452 ―1：42．1� 129．0�
714 アルファディケイ 牡3鹿 56 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 水丸牧場 498＋161：42．52� 56．5�
35 ユキノアカツキ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 幾千世牧場 528＋ 81：43．13� 38．3�
510 タイニーゴースト 牝3栗 54 田中 博康石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 オリエント牧場 468－ 61：43．42 348．7�
24 キマグレドウチュウ 牡3鹿 56 田辺 裕信福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 430± 01：43．82� 136．3�
713 キョウエイボス 牡3黒鹿56 黛 弘人田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 456＋161：44．97 514．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，340，400円 複勝： 58，980，600円 枠連： 18，701，000円
馬連： 61，882，400円 馬単： 41，165，300円 ワイド： 30，582，700円
3連複： 83，230，800円 3連単： 126，976，000円 計： 453，859，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 190円 � 140円 � 230円 枠 連（1－4） 510円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 310円 �� 720円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 13，860円

票 数

単勝票数 計 323404 的中 � 34183（4番人気）
複勝票数 計 589806 的中 � 77489（4番人気）� 141661（1番人気）� 57816（6番人気）
枠連票数 計 187010 的中 （1－4） 27340（1番人気）
馬連票数 計 618824 的中 �� 51797（3番人気）
馬単票数 計 411653 的中 �� 12379（8番人気）
ワイド票数 計 305827 的中 �� 26697（2番人気）�� 9805（12番人気）�� 15200（6番人気）
3連複票数 計 832308 的中 ��� 28876（7番人気）
3連単票数 計1269760 的中 ��� 6764（41番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．9―12．8―12．9―12．7―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．0―48．8―1：01．7―1：14．4―1：26．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノゲンキマル �
�
父 デュランダル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．10．20 東京4着

2011．2．8生 牡3栗 母 ニシノマイヒメ 母母 デユプリシト 5戦1勝 賞金 9，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウエイボス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月1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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シンゲツ号
（非抽選馬） 5頭 スリーロンドン号・ディアヴォーグ号・トーアキヨモリ号・マイネルシャルフ号・ユーガッタフレンド号

03004 2月1日 晴 良 （26東京1）第1日 第4競走 ��
��2，400�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
2：22．1
2：22．1

良
良

36 サヴァティアーノ 牡3黒鹿56 後藤 浩輝有限会社シルク萩原 清 安平 ノーザンファーム 512＋ 22：27．3 9．5�
714 バ ン ズ ー ム 牡3鹿 56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 466－ 22：27．61� 1．8�
510 テオドリーコ 牡3芦 56 F．ベリー 吉田 和美氏 木村 哲也 新ひだか 乾 皆雄 466－ 4 〃 クビ 23．3�

（愛）

713 ディスキーダンス 牡3栗 56 松岡 正海 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 452－ 62：27．91� 21．0�
815 アンヴェイルド 牡3鹿 56 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 484－ 62：28．0クビ 9．5�
35 ギャングセブン 牡3栗 56 勝浦 正樹 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 468＋102：28．21� 348．7	
11 ニシノカザブエ 牝3黒鹿54 江田 照男西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 416－ 22：28．62	 126．6

24 メガオパールカフェ 牡3栗 56 四位 洋文西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 520－ 82：28．81� 24．6�
816 マイネルミランダス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 青森 石田 英機 456－ 22：28．9クビ 98．1
48 ギンザフェアレディ 牝3青鹿54 北村 宏司有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 456－ 2 〃 クビ 19．9�
611 ノリノリハッピー 牡3栗 56 丸山 元気足立 範子氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 468－ 2 〃 ハナ 13．2�
59 ミュゼエクスプレス 
3栗 56 西田雄一郎髙橋 仁氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 B480＋ 22：29．22 130．4�
12 エステーイプシロン 牡3鹿 56 吉田 隼人齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新ひだか 佐竹 学 434± 02：29．4� 237．1�
612 ロブロイクリス 牡3栗 56 宮崎 北斗飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 B464± 02：29．82	 248．8�
47 ギブアンドテイク 牡3栗 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 496± 02：30．0� 5．4�
23 フェスティヴサン 牡3鹿 56 武士沢友治臼井義太郎氏 本間 忍 新ひだか 大典牧場 472－ 62：32．1大差 552．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，130，500円 複勝： 87，301，400円 枠連： 17，571，500円
馬連： 65，148，000円 馬単： 47，986，300円 ワイド： 37，757，600円
3連複： 92，272，900円 3連単： 166，905，900円 計： 550，074，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 210円 � 110円 � 460円 枠 連（3－7） 630円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，330円 �� 670円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 34，420円

票 数

単勝票数 計 351305 的中 � 29168（4番人気）
複勝票数 計 873014 的中 � 68483（3番人気）� 463716（1番人気）� 24384（8番人気）
枠連票数 計 175715 的中 （3－7） 20638（3番人気）
馬連票数 計 651480 的中 �� 70849（2番人気）
馬単票数 計 479863 的中 �� 15549（9番人気）
ワイド票数 計 377576 的中 �� 29246（3番人気）�� 3618（27番人気）�� 13699（7番人気）
3連複票数 計 922729 的中 ��� 13416（21番人気）
3連単票数 計1669059 的中 ��� 3579（104番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．5―12．8―12．6―12．5―12．7―12．7―12．3―11．9―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．0―36．5―49．3―1：01．9―1：14．4―1：27．1―1：39．8―1：52．1―2：04．0―2：15．5

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

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

勝馬の
紹 介

サヴァティアーノ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2013．10．19 東京2着

2011．2．3生 牡3黒鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 3戦1勝 賞金 8，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 カンタベリーツルギ号・シュメリア号・デルマチエチャン号・ドルチェレガート号・マイケルチョウサン号
※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。



03005 2月1日 晴 良 （26東京1）第1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

612 カレンリスベット 牝3黒鹿54 蛯名 正義鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 476 ―1：50．5 2．7�
11 レッドシェリール 牝3鹿 54 G．ブノワ �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486 ―1：50．6� 4．5�

（仏）

23 ブライティアスター 牝3黒鹿54 江田 照男小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 442 ―1：50．81� 12．9�
713 トウカイエントリー 牡3栗 56 柴山 雄一内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 474 ―1：50．9� 131．1�
35 ケイボルケーノ 牡3鹿 56 黛 弘人山岸 桂市氏 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472 ―1：51．11 23．2�
48 ソードラック 牡3鹿 56 田辺 裕信佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 442 ―1：51．31	 14．0	
12 プラチナジュエリー 牝3黒鹿54 吉田 隼人下河
行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 434 ―1：51．4	 5．6�
815 サクラアンプルール 牡3栗 56 宮崎 北斗�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 468 ― 〃 クビ 23．1�
47 レッドメテオ 牡3鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 468 ―1：51．61� 6．7
24 ロ セ ウ ス 牝3鹿 54 岩部 純二吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 410 ―1：51．7	 101．2�
59 エーブリンカーン 牡3鹿 56 大庭 和弥 �レーシングホース

ジャパン 蛯名 利弘 浦河 大道牧場 472 ―1：51．8� 211．2�
36 インテグラード 牡3青鹿56 石橋 脩�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 486 ― 〃 アタマ 45．7�
816 バトルフェスタ 牝3鹿 54 勝浦 正樹宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 山岡ファーム 422 ―1：51．9� 89．5�
611 クールドゥブルス 牝3黒鹿54 村田 一誠 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496 ―1：52．0	 52．7�
714 トウショウトルネド 牡3栗 56 吉田 豊トウショウ産業� 小笠 倫弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458 ―1：52．53 231．1�
510 イングリデント 牡3栗 56 四位 洋文大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 正和山本牧場 438 ―1：52．92	 69．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，668，900円 複勝： 47，507，900円 枠連： 23，394，400円
馬連： 59，213，000円 馬単： 38，787，600円 ワイド： 29，347，400円
3連複： 76，745，300円 3連単： 120，343，100円 計： 427，007，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 160円 � 460円 枠 連（1－6） 370円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，260円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 19，310円

票 数

単勝票数 計 316689 的中 � 95967（1番人気）
複勝票数 計 475079 的中 � 109054（1番人気）� 88183（2番人気）� 19006（7番人気）
枠連票数 計 233944 的中 （1－6） 47511（1番人気）
馬連票数 計 592130 的中 �� 61494（1番人気）
馬単票数 計 387876 的中 �� 22980（1番人気）
ワイド票数 計 293474 的中 �� 24787（1番人気）�� 5398（13番人気）�� 4027（19番人気）
3連複票数 計 767453 的中 ��� 11271（14番人気）
3連単票数 計1203431 的中 ��� 4601（45番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．4―13．1―13．0―12．9―11．8―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―37．1―50．2―1：03．2―1：16．1―1：27．9―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．4

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

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

カレンリスベット �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Almutawakel 初出走

2011．3．8生 牝3黒鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 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33頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）33頭 カフジファルコン号・キングランベリ号・ギンマクノヒロイン号・グランミリュー号・コンテッサ号・

ゴールデンスキトマ号・ゴールデンフェザー号・サトノセレリティ号・サトルチャーム号・シレーナ号・
シングンジョーカー号・ストロングバルドル号・スパイラルネビュラ号・スマートグリフィン号・
ダイワナッティー号・ダブルコーク号・ダークビア号・ディーエスマインド号・デュアルインパクト号・
ネオリアリズム号・パリカラノテガミ号・ピクシーハット号・ビューティフルラン号・ミスティックヨハネ号・
ミヤビソーダライト号・ムスカバード号・モンテドリーム号・リックダンサー号・レッドイルヴェント号・
レッドソレイユ号・レッドボルゲーゼ号・レテルノアモーレ号・ロードプライド号

※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。

03006 2月1日 晴 良 （26東京1）第1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 7，200，000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
1：21．5

不良
不良

35 モリトビャクミ 牡3芦 56 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 伊藤 敏明 482－ 41：25．9 9．9�
814 アンズチャン 牝3鹿 54 石橋 脩ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 458＋ 21：26．22 2．6�
611 アイティダイヤ 牝3栗 54 江田 照男一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 武田牧場 454－ 21：26．83� 37．2�
712 クラシックマーク 牝3栗 54 蛯名 正義小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 434－ 41：27．11� 33．6�
23 エンジェルビーツ 牝3栗 54 三浦 皇成前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 平山牧場 438＋ 21：27．31� 62．1�
713 ゴールドキセキ 牡3黒鹿56 内田 博幸ドリームホース� 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 522－ 41：27．4� 6．7	
59 � ア オ チ ャ ン 牝3青 54 柴田 大知山本 武司氏 高市 圭二 新冠 中本 隆志 428－ 51：27．5� 152．4

47 ロマンシーズ 牡3鹿 56 北村 宏司菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 512－ 21：27．71 4．6�
815 マーセブナカヤマ 牡3鹿 56 田辺 裕信�中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 540＋121：27．91� 10．1
610 ダイチヴュルデ 牡3鹿 56 中舘 英二 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 446－ 41：28．11 321．9�
22 ファンファーレ 牝3栗 54 丸田 恭介�ミルファーム 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B472－ 21：28．52� 152．6�
34 ナモンレジェンド 牡3鹿 56 松岡 正海�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 492－ 61：28．6� 10．3�
11 ヒカリヴェロニカ 牝3栗 54

53 ☆杉原 誠人�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 488－ 21：29．02� 74．9�
58 アイナマーリエ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか マルショウ牧場 470－ 61：29．1� 67．1�
46 � スタンドアウト 牡3鹿 56 F．ベリー �グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 444± 01：31．9大差 12．1�

（愛）

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，019，200円 複勝： 61，857，400円 枠連： 23，343，800円
馬連： 75，422，700円 馬単： 45，158，300円 ワイド： 40，534，200円
3連複： 102，010，400円 3連単： 159，448，700円 計： 541，794，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 250円 � 140円 � 700円 枠 連（3－8） 520円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 480円 �� 3，510円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 13，750円 3 連 単 ��� 79，090円

票 数

単勝票数 計 340192 的中 � 27290（4番人気）
複勝票数 計 618574 的中 � 57980（5番人気）� 176653（1番人気）� 16326（8番人気）
枠連票数 計 233438 的中 （3－8） 33444（2番人気）
馬連票数 計 754227 的中 �� 46460（4番人気）
馬単票数 計 451583 的中 �� 10578（11番人気）
ワイド票数 計 405342 的中 �� 22786（3番人気）�� 2678（34番人気）�� 6658（17番人気）
3連複票数 計1020104 的中 ��� 5477（42番人気）
3連単票数 計1594487 的中 ��� 1488（243番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．1―48．6―1：00．9―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モリトビャクミ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．11．16 東京2着

2011．3．16生 牡3芦 母 サクラカンパネラ 母母 サクラフアミリー 3戦2勝 賞金 15，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スタンドアウト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月1日まで平地競走

に出走できない。
※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。



03007 2月1日 晴 良 （26東京1）第1日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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
1：34．4
1：33．3

重
良

59 レッドアルヴィス 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486－ 21：39．0 4．8�
22 ファイヤーロック 牡3黒鹿56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 456－141：39．21� 14．7�
35 � ハットシテグー 牝3黒鹿54 内田 博幸井上 一郎氏 伊藤 大士 米 Bill Justice & Dr.

Naoya Yoshida 534＋ 21：39．41 7．3�
611 ダノンミシガン 牡3芦 56 三浦 皇成�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 492＋ 4 〃 クビ 25．0�
713 ア ル バ ー ト 牡3栗 56 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 462－101：39．5	 6．4�
34 スペシャルギフト 牡3栗 56 戸崎 圭太有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496± 01：39．6クビ 9．0	
46 タマモネイヴィー 牡3鹿 56 後藤 浩輝タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 484－12 〃 クビ 44．6

47 ロトラトゥール 牝3鹿 54 横山 典弘國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 480± 01：39．7クビ 51．3�
11 ジャッカスバーク 牡3黒鹿56 F．ベリー �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534＋ 81：39．8	 3．6
（愛）

610 ミュゼストリート 牡3鹿 56 北村 宏司髙橋 仁氏 大江原 哲 新ひだか 折手牧場 512－ 2 〃 クビ 13．7�
815 トーセンマイティ 牡3鹿 56 武 豊島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 506＋141：39．9	 8．8�
712 カシノカーム 牡3芦 56 丸田 恭介柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 466＋ 81：40．32	 274．0�
58 エスシープリンセス 牝3栗 54 G．ブノワ 工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 456－ 41：40．72	 133．3�

（仏）

23 パ ブ ロ ワ 牝3芦 54 田辺 裕信菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 508± 01：40．8クビ 91．5�
814
 ネロフレイバー 牡3黒鹿56 本橋 孝太尾田 信夫氏 月岡 健二 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 クビ 125．9�

（大井） （船橋）

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，345，000円 複勝： 82，902，900円 枠連： 25，274，600円
馬連： 94，706，000円 馬単： 52，781，300円 ワイド： 48，676，800円
3連複： 131，728，900円 3連単： 188，592，600円 計： 667，008，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 390円 � 230円 枠 連（2－5） 2，640円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 850円 �� 760円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 6，850円 3 連 単 ��� 37，050円

票 数

単勝票数 計 423450 的中 � 70976（2番人気）
複勝票数 計 829029 的中 � 138261（2番人気）� 47084（7番人気）� 99581（3番人気）
枠連票数 計 252746 的中 （2－5） 7091（15番人気）
馬連票数 計 947060 的中 �� 31305（10番人気）
馬単票数 計 527813 的中 �� 10712（12番人気）
ワイド票数 計 486768 的中 �� 14391（8番人気）�� 16126（6番人気）�� 7207（24番人気）
3連複票数 計1317289 的中 ��� 14203（23番人気）
3連単票数 計1885926 的中 ��� 3757（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．5―48．6―1：02．1―1：14．6―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F36．9
3 ・（1，3）（4，8）（2，11，12，9）（6，14，10，15）13－7，5 4 ・（1，3，4）（8，9）（2，11，12）（6，15）（14，10）13，7，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッドアルヴィス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grindstone デビュー 2013．7．20 中京2着

2011．2．14生 牡3鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine 5戦2勝 賞金 17，300，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

03008 2月1日 晴 良 （26東京1）第1日 第8競走 ��1，400�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 ミルキーブロード 牝5芦 55 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 514＋201：26．5 18．5�
510 セトノブロッサム 牝4黒鹿55 吉田 豊難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 490± 01：26．71� 15．7�
48 エルシェロアスール 牝4栗 55 田中 勝春山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 468＋ 61：26．8� 7．3�
23 � ラヴィーズバード 牝5鹿 55 F．ベリー 藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 434－14 〃 クビ 22．0�

（愛）

612 アルデグロリア 牝4栗 55 武士沢友治井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 494＋ 21：26．9クビ 3．0�
35 オ リ ア ー ナ 牝4青鹿55 津村 明秀 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 B486± 01：27．0	 17．6

11 フェアリーライン 牝5鹿 55 蛯名 正義 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム 546－ 21：27．1クビ 4．3�
714 タニセンヴォイス 牝5栗 55 吉田 隼人染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 474＋ 61：27．42 4．6�
12 ハーモニーフェア 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：27．5� 42．9
815 デルマハンニャ 牝4鹿 55 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 446－ 21：27．71� 73．4�
816 ブライティアミル 牝4栗 55 横山 典弘小林 昌志氏 的場 均 新冠 清水 克則 462＋141：27．8� 79．3�
59 デンコウアローズ 牝4鹿 55 四位 洋文田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 432－121：28．01� 39．7�
713 ディープランマ 牝5栗 55 的場 勇人深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 444± 01：28．53 471．0�
36 アイネクライネ 牝4芦 55 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 英一 浦河 有限会社

松田牧場 462－ 21：28．71� 33．9�
47 ディアルーモ 牝4鹿 55 勝浦 正樹ディアレスト 池上 昌弘 新ひだか 大典牧場 476＋121：28．8クビ 134．0�
24 � コウジンコラボ 牝4鹿 55

52 ▲原田 和真加藤 興一氏 根本 康広 新ひだか 山野牧場 454－ 51：29．97 171．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，797，300円 複勝： 60，901，300円 枠連： 23，518，400円
馬連： 87，794，500円 馬単： 48，153，300円 ワイド： 41，918，900円
3連複： 116，886，100円 3連単： 175，345，200円 計： 586，315，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 570円 � 430円 � 300円 枠 連（5－6） 1，380円

馬 連 �� 10，860円 馬 単 �� 21，910円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 2，240円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 27，780円 3 連 単 ��� 202，520円

票 数

単勝票数 計 317973 的中 � 13553（7番人気）
複勝票数 計 609013 的中 � 26225（7番人気）� 36950（5番人気）� 58940（4番人気）
枠連票数 計 235184 的中 （5－6） 12652（5番人気）
馬連票数 計 877945 的中 �� 5969（30番人気）
馬単票数 計 481533 的中 �� 1622（63番人気）
ワイド票数 計 419189 的中 �� 3224（35番人気）�� 4612（26番人気）�� 6038（19番人気）
3連複票数 計1168861 的中 ��� 3106（83番人気）
3連単票数 計1753452 的中 ��� 639（529番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．2―48．8―1：01．2―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミルキーブロード �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2011．10．10 東京5着

2009．4．1生 牝5芦 母 グラスブロード 母母 Magic Broad 12戦3勝 賞金 28，950，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。



03009 2月1日 晴 良 （26東京1）第1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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

78 レッドセシリア 牝4鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 424－ 21：34．2 2．4�
33 テ ン ペ ル 牡6黒鹿57 田辺 裕信山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484＋101：34．41� 14．0�
67 ダイワブレイディ 牡4芦 57 F．ベリー 大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 516＋ 8 〃 ハナ 6．1�

（愛）

44 ロベルクランツ 牡5鹿 57 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 富菜牧場 432± 01：34．5クビ 25．5�

22 ショウナンラムジ 牡5鹿 57 戸崎 圭太国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 502± 01：34．71	 10．9�
11 ローズノーブル 牝5青 55 北村 宏司 	キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 428＋101：34．8� 9．4

811 モンストール 牡5鹿 57 武 豊前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 482－ 4 〃 クビ 3．0�
55 
 コスモソウタ 牡5鹿 57 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 472－ 61：35．01	 165．3�
66 � アグネスティンクル 牡7栗 57 G．ブノワ 渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud 472－14 〃 クビ 285．3
（仏）

79 バ シ レ ウ ス 牡7鹿 57 蛯名 正義広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 有限会社石川牧場 508－ 6 〃 ハナ 45．0�
810 ル ロ ワ 牡7青鹿57 松岡 正海栗山 良子氏 土田 稔 安平 追分ファーム 486＋ 61：37．9大差 215．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，441，700円 複勝： 71，948，600円 枠連： 19，964，600円
馬連： 115，602，400円 馬単： 70，141，600円 ワイド： 48，071，900円
3連複： 131，511，300円 3連単： 279，748，600円 計： 786，430，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 300円 � 210円 枠 連（3－7） 1，860円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 570円 �� 300円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 13，320円

票 数

単勝票数 計 494417 的中 � 162493（1番人気）
複勝票数 計 719486 的中 � 204009（1番人気）� 48366（6番人気）� 84103（3番人気）
枠連票数 計 199646 的中 （3－7） 7959（6番人気）
馬連票数 計1156024 的中 �� 51657（6番人気）
馬単票数 計 701416 的中 �� 19760（10番人気）
ワイド票数 計 480719 的中 �� 20073（6番人気）�� 45346（2番人気）�� 10994（15番人気）
3連複票数 計1315113 的中 ��� 34130（8番人気）
3連単票数 計2797486 的中 ��� 15504（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．5―35．1―47．4―1：00．0―1：11．6―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドセシリア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Selkirk デビュー 2012．10．21 東京1着

2010．2．3生 牝4鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 6戦3勝 賞金 51，988，000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。

03010 2月1日 晴 良 （26東京1）第1日 第10競走 ��
��1，400�クロッカスステークス

発走15時10分 （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，150万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

22 マイネルディアベル 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 448＋ 21：21．9 4．1�

812 タガノブルグ 牡3鹿 56 戸崎 圭太八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 432－ 6 〃 アタマ 12．9�

33 ツィンクルソード 牡3芦 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 ハナ 5．1�
55 シ ゲ ル カ ガ 牡3鹿 56 北村 宏司森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 500± 01：22．0クビ 7．2�
56 キタサンラブコール 牡3鹿 56 横山 典弘�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 462＋ 41：22．21	 23．6	
44 アポロスターズ 牡3黒鹿57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 494＋ 4 〃 クビ 26．5

710
 ニシケンモノノフ 牡3栗 57 国分 恭介西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 八木 常郎 490－ 81：22．3� 49．3�
67 アスコルティ 牝3黒鹿54 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 446－ 21：22．4� 2．6�
811 エルカミーノレアル 牡3鹿 57 武 豊広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 466－ 2 〃 クビ 18．4
68 フレンチフェロー 3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 中橋 正 448＋ 21：22．5クビ 85．5�
11 ウインスプラッシュ 牡3鹿 57 中井 裕二�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 482＋12 〃 クビ 20．8�
79 クインズセブン 牡3鹿 56 大野 拓弥 �クイーンズ・ランチ 松山 康久 浦河 富田牧場 488－ 61：22．6� 139．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 61，709，300円 複勝： 89，829，700円 枠連： 29，514，100円
馬連： 159，282，500円 馬単： 88，582，600円 ワイド： 62，068，500円
3連複： 189，333，900円 3連単： 355，966，900円 計： 1，036，287，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 280円 � 170円 枠 連（2－8） 1，210円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 670円 �� 360円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 15，970円

票 数

単勝票数 計 617093 的中 � 119056（2番人気）
複勝票数 計 898297 的中 � 182534（2番人気）� 67744（5番人気）� 152351（3番人気）
枠連票数 計 295141 的中 （2－8） 18008（6番人気）
馬連票数 計1592825 的中 �� 57479（8番人気）
馬単票数 計 885826 的中 �� 19788（10番人気）
ワイド票数 計 620685 的中 �� 22158（6番人気）�� 47216（2番人気）�� 17609（9番人気）
3連複票数 計1893339 的中 ��� 51396（7番人気）
3連単票数 計3559669 的中 ��� 16452（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．3―47．4―58．9―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルディアベル �
�
父 ナイキアディライト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．6．9 阪神5着

2011．4．26生 牡3青鹿 母 ムービースクリーン 母母 ネクストムービー 8戦3勝 賞金 52，681，000円



03011 2月1日 晴 良 （26東京1）第1日 第11競走 ��
��2，000�

し ら ふ じ

白富士ステークス
発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳54�5歳以上55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万
円超過馬は超過額1，100万円毎1�増，�：4歳54�5歳以上55�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

46 エアソミュール 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 496＋ 21：59．8 3．9�
34 アロマカフェ 牡7黒鹿56 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 476± 02：00．12 10．1�
610 サムソンズプライド 牡4鹿 54 田辺 裕信有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 472－ 82：00．2	 7．1�
58 セイクリッドバレー 牡8栗 58 G．ブノワ 吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 39．2�

（仏）

712 ワールドエース 牡5鹿 56 武 豊 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 450＋ 4 〃 ハナ 3．1	
11 ゼ ロ ス 牡5鹿 56 国分 恭介杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 508＋ 22：00．41
 9．0

22 ミヤジタイガ 牡4鹿 55 松岡 正海曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 494－ 62：00．5� 22．3�
33 ヒラボクディープ 牡4黒鹿56 蛯名 正義�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 496＋142：00．6	 15．8�
45 メイショウウズシオ 牡7黒鹿56 四位 洋文松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 476± 02：00．7	 99．4
69 ニシノメイゲツ 牡7青鹿56 江田 照男西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 452＋ 62：00．8	 377．2�
711 モ ン テ エ ン 牡7鹿 56 後藤 浩輝毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 484－ 2 〃 ハナ 45．9�
813 ペ ル ー サ 牡7栗 57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 518± 0 〃 クビ 9．3�
814 レインスティック 牡7栗 57 武士沢友治 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 464－122：00．9クビ 22．3�
57 イケドラゴン 牡9栗 56 大野 拓弥 �フジワラ・ファーム 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 550＋ 62：01．64 257．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 119，979，900円 複勝： 171，908，700円 枠連： 67，169，200円
馬連： 381，771，300円 馬単： 189，112，500円 ワイド： 140，634，300円
3連複： 513，327，900円 3連単： 912，943，700円 計： 2，496，847，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 260円 � 230円 枠 連（3－4） 890円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 570円 �� 520円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 14，020円

票 数

単勝票数 計1199799 的中 � 243162（2番人気）
複勝票数 計1719087 的中 � 348786（1番人気）� 155421（4番人気）� 191184（3番人気）
枠連票数 計 671692 的中 （3－4） 55805（2番人気）
馬連票数 計3817713 的中 �� 170232（6番人気）
馬単票数 計1891125 的中 �� 52079（7番人気）
ワイド票数 計1406343 的中 �� 61422（4番人気）�� 68322（3番人気）�� 40408（9番人気）
3連複票数 計5133279 的中 ��� 133858（4番人気）
3連単票数 計9129437 的中 ��� 48090（18番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．2―12．4―12．2―11．8―12．0―11．7―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．3―48．7―1：00．9―1：12．7―1：24．7―1：36．4―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

エアソミュール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．20 京都4着

2009．3．15生 牡5黒鹿 母 エアラグーン 母母 アイドリームドアドリーム 19戦8勝 賞金 152，509，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アカンサス号・クラウンレガーロ号・コスモラピュタ号・コスモロビン号・スズジュピター号・トップカミング号・

ミッキーパンプキン号・ムーンリットレイク号・ロードオブザリング号
※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。

03012 2月1日 晴 良 （26東京1）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

11 バーディーイーグル 牡4鹿 57 戸崎 圭太里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 484－ 41：38．4 2．7�
714 ケンブリッジサン 牡4鹿 57 G．ブノワ 中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 486＋ 21：38．5� 6．5�
（仏）

23 ブルーイングリーン 牡5栗 57 F．ベリー 青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494± 01：39．45 17．2�
（愛）

611 ヴァルディヴィア 牡6鹿 57 内田 博幸 �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 512＋ 41：39．82	 14．1�

713
 セ ツ ナ 牡4鹿 57 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 米 Ann Loren-
son Lynch 500＋ 21：39．9クビ 15．9	

47 グランデアリュール 牡4鹿 57 木幡 初広吉野 弘司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 494－ 41：40．0� 6．8

12 コスモソーク 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 558－161：40．1	 26．2�
35 ポッドスター 牡4栗 57 江田 照男小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 498＋121：40．3� 46．2�
510
 ハイエストクライム 牡7鹿 57 三浦 皇成前田 葉子氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm 514－ 2 〃 クビ 64．8
24 ポークチョップ 牝4鹿 55 吉田 隼人鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 462± 01：40．4	 92．1�
48 アンルーリー 牝4鹿 55 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 480± 01：40．71� 6．0�
612 ディーエスタイド 牡4黒鹿57 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 494± 01：40．8	 8．4�
815 ヒアルロンサン 牝4鹿 55 大庭 和弥�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 B456－ 41：41．01 252．0�
816 エ ッ フ ェ ル 牡4栗 57 丸田 恭介小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 B510＋ 6 〃 クビ 305．6�
59 サ ワ キ ッ ク 牝5鹿 55 西田雄一郎井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 岡田牧場 516－ 41：41．1クビ 387．4�
36 � エムオーキャプテン 牡5黒鹿 57

56 ☆横山 和生大浅 貢氏 尾形 和幸 日高 門別牧場 474－10 〃 ハナ 159．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，115，100円 複勝： 105，634，500円 枠連： 47，332，100円
馬連： 242，853，100円 馬単： 91，157，700円 ワイド： 75，664，300円
3連複： 240，909，100円 3連単： 443，185，800円 計： 1，303，851，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 220円 � 340円 枠 連（1－7） 760円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 450円 �� 720円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 13，750円

票 数

単勝票数 計 571151 的中 � 172413（1番人気）
複勝票数 計1056345 的中 � 262721（1番人気）� 117710（4番人気）� 63524（7番人気）
枠連票数 計 473321 的中 （1－7） 45997（4番人気）
馬連票数 計2428531 的中 �� 196027（3番人気）
馬単票数 計 911577 的中 �� 42680（3番人気）
ワイド票数 計 756643 的中 �� 44194（3番人気）�� 25883（7番人気）�� 13668（18番人気）
3連複票数 計2409091 的中 ��� 38702（15番人気）
3連単票数 計4431858 的中 ��� 23804（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．8―36．9―49．4―1：01．8―1：14．0―1：26．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．6
3 14，4（1，5，8，12，11）（3，2，6，7）16（10，13）9－15 4 14，4（1，8，12，11）5（3，2，6，7）（10，16）－13（15，9）

勝馬の
紹 介

バーディーイーグル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．10．28 東京3着

2010．5．10生 牡4鹿 母 ホームスイートホーム 母母 Our Country Place 11戦2勝 賞金 21，020，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アルファメール号・レッドストラーダ号
（非抽選馬） 1頭 キンショーキラ号
※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。



（26東京1）第1日 2月1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 179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

211，620，000円
7，680，000円
1，170，000円
19，250，000円
69，894，500円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
552，159，400円
970，862，400円
332，799，700円
1，456，144，400円
790，781，700円
619，020，900円
1，846，740，200円
3，187，685，300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 9，756，194，000円

総入場人員 25，910名 （有料入場人員 24，973名）
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