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03025 2月10日 晴 不良 （26東京1）第3日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

713 キョウエイマグマ 牡3鹿 56 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 468＋ 21：26．2 3．5�
23 ディアポジション 牡3黒鹿56 横山 典弘ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 476＋ 21：26．62� 3．1�
36 アルディバイン 牡3鹿 56 北村 宏司髙樽さゆり氏 古賀 慎明 浦河 山下 恭茂 468－ 61：26．7� 7．0�
47 ナイルエクスプレス 牡3芦 56 宮崎 北斗 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 492＋261：26．8� 6．8�
35 サトノスティング 牡3青鹿56 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム B456＋ 2 〃 クビ 17．4�
12 ドスコイサーファー 牡3鹿 56 田辺 裕信	LS.M 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 440± 01：27．01 17．5

11 ニットギブソン 牡3青鹿56 戸崎 圭太水野 英樹氏 和田 正道 日高 増尾牧場 474± 01：27．21� 17．0�
24 マルケットリー 牡3鹿 56 石橋 脩野村 茂雄氏 的場 均 新冠 須崎牧場 494－ 6 〃 ハナ 43．1�
815 ジュガンティーヤ 牡3青 56

55 ☆横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 524 ―1：27．94 87．8
510 ラッシュレイン 牡3黒鹿56 三浦 皇成ニットー商事	 伊藤 大士 新冠 斉藤 安行 466－ 81：28．75 196．3�
59 シ ッ プ ウ 牡3黒鹿56 後藤 浩輝 	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 486－101：28．8クビ 12．9�
48 ディアジースター 牡3栗 56 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 61：29．11� 20．7�
611 バトルクルーク 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠宮川 秋信氏 田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 456＋ 21：29．2� 146．2�
816 ジュングラルプス 牡3鹿 56 吉田 豊髙樽さゆり氏 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 510＋221：29．41� 320．3�
714 アサカバハムート 牡3鹿 56 武士沢友治�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 446＋ 81：29．93 141．8�

（15頭）
612 オールマイラブ 牡3栃栗56 江田 照男湯澤 寛氏 大江原 哲 岩手 湯澤 寛 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 18，656，500円 複勝： 39，599，000円 枠連： 10，359，200円
馬連： 43，808，000円 馬単： 24，671，400円 ワイド： 24，596，800円
3連複： 67，954，600円 3連単： 99，693，000円 計： 329，338，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 120円 � 160円 枠 連（2－7） 550円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 230円 �� 390円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 4，900円

票 数

単勝票数 差引計 186565（返還計 155） 的中 � 42829（2番人気）
複勝票数 差引計 395990（返還計 270） 的中 � 79708（2番人気）� 106631（1番人気）� 53003（3番人気）
枠連票数 差引計 103592（返還計 5 ） 的中 （2－7） 13993（1番人気）
馬連票数 差引計 438080（返還計 959） 的中 �� 57976（1番人気）
馬単票数 差引計 246714（返還計 455） 的中 �� 15992（1番人気）
ワイド票数 差引計 245968（返還計 507） 的中 �� 30006（1番人気）�� 14312（3番人気）�� 18698（2番人気）
3連複票数 差引計 679546（返還計 2677） 的中 ��� 44093（1番人気）
3連単票数 差引計 996930（返還計 3672） 的中 ��� 15028（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―36．4―49．7―1：01．9―1：13．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイマグマ �
�
父 サムライハート �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2013．10．14 東京5着

2011．2．18生 牡3鹿 母 バ ト ル ラ ヴ 母母 フジノビックガール 6戦1勝 賞金 8，950，000円
〔出走取消〕 オールマイラブ号は，疾病〔感冒〕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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 セイユウパワー号・ノースショアビーチ号
（非抽選馬） 7頭 アイファーカウント号・インスタイル号・デルマフジコ号・トーアキヨモリ号・ファーストフォリオ号・

フクノゲイボルグ号・ブラックシェンロン号

03026 2月10日 晴 不良 （26東京1）第3日 第2競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・左）

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

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

59 フェスティヴイェル 牡3黒鹿56 北村 宏司臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 498＋ 42：13．8 3．6�
23 フクノブリューナク 牡3栗 56 松岡 正海福島 実氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 482－ 42：14．01� 30．4�
816 ドラゴンキック 牡3黒鹿56 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 550－ 62：14．21� 2．7�
815 ドラムメジャー 牡3青 56 三浦 皇成本間 茂氏 相沢 郁 新冠 競優牧場 464± 02：14．41� 13．2�
24 スカイダイヴァー 牡3黒鹿56 G．ブノワ 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 510－122：14．6� 6．7�
（仏）

510 バルコドール 牡3鹿 56 U．リスポリ桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 小林 嘉弘 B438－ 42：14．7� 7．9�
（仏）

36 グレイトフル 牝3黒鹿 54
53 ☆横山 和生 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530－ 82：14．91� 109．1	
714 コスモパトラ 牡3鹿 56 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 452＋ 4 〃 ハナ 17．0�
47 メイクザカット 牡3栗 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 538－ 2 〃 ハナ 16．2�
713 バロンドール 牡3芦 56 内田 博幸佐々木雄二氏 水野 貴広 新ひだか 土田 陽介 512± 02：15．0クビ 147．4
611 タイセイデューク 牡3鹿 56 武士沢友治田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 B482－ 22：15．1� 175．1�
11 プレストウィック 牡3芦 56 木幡 初広有限会社シルク武藤 善則 安平 ノーザンファーム B536＋242：15．95 65．3�
12 ホワイトスネーク 牡3芦 56 津村 明秀桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 514－ 22：16．43 162．1�
35 フェバリットブルー 牡3黒鹿56 F．ベリー �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 458－ 42：17．25 26．5�

（愛）

48 ユーカリノカゼ 牝3鹿 54 江田 照男吉川 朋宏氏 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 470＋ 42：17．3� 271．7�
612 キープシャイニング 牡3鹿 56 大野 拓弥 
サンデーレーシング 高木 登 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 22：17．4クビ 46．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，060，900円 複勝： 41，813，000円 枠連： 13，585，600円
馬連： 48，177，100円 馬単： 28，243，400円 ワイド： 26，689，000円
3連複： 72，351，000円 3連単： 110，906，700円 計： 362，826，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 530円 � 140円 枠 連（2－5） 580円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 280円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 3，850円 3 連 単 ��� 27，750円

票 数

単勝票数 計 210609 的中 � 46444（2番人気）
複勝票数 計 418130 的中 � 91751（2番人気）� 13077（9番人気）� 101295（1番人気）
枠連票数 計 135856 的中 （2－5） 17289（2番人気）
馬連票数 計 481771 的中 �� 9544（14番人気）
馬単票数 計 282434 的中 �� 3691（22番人気）
ワイド票数 計 266890 的中 �� 4936（14番人気）�� 28159（1番人気）�� 4054（18番人気）
3連複票数 計 723510 的中 ��� 13879（9番人気）
3連単票数 計1109067 的中 ��� 2950（80番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．4―31．1―43．7―56．6―1：09．5―1：22．9―1：36．3―1：48．8―2：01．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フェスティヴイェル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．12．7 中山5着

2011．3．18生 牡3黒鹿 母 マクシマール 母母 マックスジーン 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔発走状況〕 プレストウィック号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。
（非抽選馬） 6頭 クラウンデピュティ号・シュメリア号・チャンピオンリング号・ネクストロード号・マイケルチョウサン号・

マキシマムフロウ号
※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。

第１回 東京競馬 第３日〔代替競馬〕



03027 2月10日 晴 不良 （26東京1）第3日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・左）
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
1：34．4
1：33．3

重
良

815 トーアコナユキ 牝3芦 54 嘉藤 貴行高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 478 ―1：39．8 31．4�
714 タカラフローリック 牝3芦 54 江田 照男村山 義男氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 480 ―1：40．11� 5．8�
713 シュンドルボン 牝3青鹿 54

53 ☆嶋田 純次�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 484 ―1：40．31� 31．8�
35 	 コスモナチュラル 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux

Farm LLC 488 ―1：40．4� 12．8�
11 アントファガスタ 牡3鹿 56 木幡 初広�G1レーシング 二ノ宮敬宇 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532 ―1：40．61� 10．6	
611 ハードマティーニ 牡3鹿 56 戸崎 圭太芹澤 精一氏 勢司 和浩 新ひだか 岡田牧場 498 ― 〃 ハナ 6．3

36 エクセレントミノル 牡3鹿 56 三浦 皇成吉岡 實氏 松山 康久 新ひだか フジワラフアーム 492 ―1：40．81 2．8�
816 ノルウェーノモリ 牝3栗 54 村田 一誠嶋田 賢氏 大和田 成 日高 シンコーファーム 468 ― 〃 アタマ 174．8�
59 ブライティアスワン 牝3芦 54

53 ☆横山 和生小林 昌志氏 的場 均 平取 雅 牧場 528 ―1：40．9� 45．0
24 フジケンシン 牡3鹿 56 G．ブノワ 藤田 達男氏 清水 英克 新冠 佐藤 信広 490 ―1：41．0クビ 22．2�

（仏）

48 スパイラルネビュラ 牡3鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 474 ― 〃 アタマ 8．5�
12 スプレンドオリオン 牡3栗 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 458 ― 〃 クビ 27．8�
612 ペイグラブル 牝3栗 54 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 日高 白井牧場 452 ―1：41．21� 39．9�
47 	 グランミリュー 牡3鹿 56 大野 拓弥前田 葉子氏 萩原 清 米

Pauls Mill Livestock Co.,
Dr. K. K. Jayaraman & V.
Devi Jayaraman

512 ― 〃 ハナ 19．4�
23 ジギースンナー 牝3青鹿54 大庭 和弥佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 466 ―1：42．79 127．3�
510 デルマジャイアン 牡3鹿 56 後藤 浩輝浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 500 ―1：45．8大差 43．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，977，600円 複勝： 32，498，600円 枠連： 13，150，300円
馬連： 39，872，200円 馬単： 23，945，000円 ワイド： 21，612，500円
3連複： 59，249，000円 3連単： 83，980，200円 計： 293，285，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，140円 複 勝 � 750円 � 220円 � 810円 枠 連（7－8） 4，030円

馬 連 �� 6，790円 馬 単 �� 20，250円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 7，100円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 42，210円 3 連 単 ��� 389，800円

票 数

単勝票数 計 189776 的中 � 4775（10番人気）
複勝票数 計 324986 的中 � 10228（10番人気）� 48800（2番人気）� 9426（11番人気）
枠連票数 計 131503 的中 （7－8） 2410（15番人気）
馬連票数 計 398722 的中 �� 4334（25番人気）
馬単票数 計 239450 的中 �� 873（69番人気）
ワイド票数 計 216125 的中 �� 2667（23番人気）�� 736（76番人気）�� 2593（25番人気）
3連複票数 計 592490 的中 ��� 1036（133番人気）
3連単票数 計 839802 的中 ��� 159（1063番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．2―13．1―13．2―12．3―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．3―49．4―1：02．6―1：14．9―1：27．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーアコナユキ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2011．5．15生 牝3芦 母 トーアビバリーヒル 母母 トーアハリウッド 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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 クインズジャーニー号・グリーナウェイ号・ケンラン号・スズトラッド号・ハイエストスフィア号・

マイネバレンシア号・マルターズオリゾン号・メイジン号・リックダンサー号
※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。

03028 2月10日 晴 稍重 （26東京1）第3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
1：19．6
1：19．0

良
良

815 シンボリネルソン 牡3黒鹿56 三浦 皇成シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 434－ 41：24．1 41．7�
23 アンジェリック 牝3鹿 54 横山 典弘有限会社シルク大和田 成 浦河 杵臼牧場 462＋ 81：24．2� 5．2�
59 ブランシェトワール 牝3芦 54 大野 拓弥村山 卓也氏 鈴木 伸尋 むかわ 市川牧場 442－ 4 〃 クビ 38．2�
713 ケルシャンス 牝3鹿 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 420＋ 61：24．3クビ 12．8�
816 メイショウボイス 牡3鹿 56 G．ブノワ 松本 好雄氏 小島 太 新ひだか ウエスタンファーム 478－141：24．61� 13．1�

（仏）

47 モントボーゲン 牝3鹿 54 U．リスポリ �サンデーレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 アタマ 2．5	
（仏）

11 ウインエレメント 牝3鹿 54 戸崎 圭太
ウイン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 408－ 6 〃 ハナ 5．9�
12 エタニティタイム 牝3栗 54 田中 勝春福島 祐子氏 黒岩 陽一 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 436＋12 〃 アタマ 33．4�
510 ラストシャングリラ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 450－ 2 〃 ハナ 204．6
35 オートクレール 牝3栗 54 石橋 脩岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 414－ 41：24．7クビ 13．8�
48 エントラール 牡3鹿 56 蛯名 正義藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 81：24．8� 52．2�
36 サムソンズライト �3鹿 56 後藤 浩輝杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 476－ 2 〃 クビ 12．6�
714 ハクサンストリート 牝3鹿 54 内田 博幸河﨑 五市氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 422＋ 41：24．9� 20．7�
612 プリュヴィオーズ 牝3鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 福田牧場 452＋ 61：25．22 388．2�
24 ニシノスコーピオン 牡3黒鹿56 松岡 正海西山 茂行氏 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 466－ 6 〃 ハナ 29．9�
611 ア ス リ ー ト 牝3青鹿54 高倉 稜永田 清男氏 谷原 義明 新冠 川島牧場 414＋ 41：27．0大差 344．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，480，500円 複勝： 47，506，700円 枠連： 15，565，100円
馬連： 50，207，300円 馬単： 30，660，400円 ワイド： 28，551，200円
3連複： 77，724，100円 3連単： 117，029，600円 計： 391，724，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，170円 複 勝 � 1，000円 � 230円 � 820円 枠 連（2－8） 1，710円

馬 連 �� 9，440円 馬 単 �� 32，560円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 9，250円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 107，620円 3 連 単 ��� 757，620円

票 数

単勝票数 計 244805 的中 � 4632（12番人気）
複勝票数 計 475067 的中 � 11075（12番人気）� 68105（2番人気）� 13807（9番人気）
枠連票数 計 155651 的中 （2－8） 6744（10番人気）
馬連票数 計 502073 的中 �� 3929（36番人気）
馬単票数 計 306604 的中 �� 695（92番人気）
ワイド票数 計 285512 的中 �� 2356（37番人気）�� 749（71番人気）�� 3245（29番人気）
3連複票数 計 777241 的中 ��� 533（213番人気）
3連単票数 計1170296 的中 ��� 114（1351番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．2―36．5―49．2―1：00．9―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリネルソン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー 2013．9．22 中山8着

2011．3．5生 牡3黒鹿 母 スイートアスペン 母母 スィートシエロ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ブランシェトワール号の調教師鈴木伸尋は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

メイショウボイス号の騎手G．ブノワは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダイワジャスト号
（非抽選馬） 1頭 ベルモントラハイナ号
※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。



03029 2月10日 晴 稍重 （26東京1）第3日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・左）

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
1：44．2
1：44．1

良
良

611 ヴェルジョワーズ 牝3鹿 54 U．リスポリ �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋121：49．7 2．3�

（仏）

510 ミュゼミランダ 牝3栗 54 田辺 裕信髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 422－ 81：49．8� 7．2�
12 リ ス ク オ ン 牝3栗 54 内田 博幸ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 ハナ 11．9�
11 マサノマリリン 牝3黒鹿54 北村 宏司中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 458＋121：49．9クビ 8．3�
23 アースプレイ 牝3青鹿54 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 428－ 41：50．0� 4．2�
36 トーセンマルシェ 牝3黒鹿54 江田 照男島川 	哉氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 474－121：50．21� 18．7

48 モンレーヴリアン 牝3青鹿54 石橋 脩落合 幸弘氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 470＋221：50．52 145．9�
59 ピアノフィニッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠松田 整二氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 398－ 61：50．6� 112．4�
714 ウインステージ 牝3栗 54 柴田 大知ウイン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 376＋ 21：50．7クビ 42．5�
816 トーセンミルキー 牝3芦 54 横山 典弘島川 	哉氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 アタマ 16．0�
47 サンファーゴ 牝3栗 54 松岡 正海加藤 信之氏 土田 稔 日高 ノースガーデン 436－ 21：50．8� 197．0�
35 アヴェクトワ 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 21：51．01� 170．9�
24 ウインシビュラ 牝3黒鹿54 G．ブノワ ウイン 水野 貴広 日高 前川ファーム 434＋ 41：51．21� 123．5�

（仏）

612 ラフィナート 牝3黒鹿54 後藤 浩輝 ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 440－ 2 〃 アタマ 33．3�
713 イ ト ハ ユ リ 牝3芦 54 吉田 豊 �サンデーレーシング 相沢 郁 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋101：51．51� 60．2�
815 ノーブルスワン 牝3鹿 54

53 ☆横山 和生吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 458± 01：51．71� 135．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，222，700円 複勝： 51，937，700円 枠連： 16，301，300円
馬連： 57，476，700円 馬単： 37，593，600円 ワイド： 31，656，600円
3連複： 85，349，200円 3連単： 139，529，900円 計： 449，067，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 190円 � 260円 枠 連（5－6） 760円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 380円 �� 590円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 9，560円

票 数

単勝票数 計 292227 的中 � 104175（1番人気）
複勝票数 計 519377 的中 � 142441（1番人気）� 66618（3番人気）� 41978（5番人気）
枠連票数 計 163013 的中 （5－6） 15962（3番人気）
馬連票数 計 574767 的中 �� 43622（2番人気）
馬単票数 計 375936 的中 �� 21045（3番人気）
ワイド票数 計 316566 的中 �� 22529（2番人気）�� 13130（7番人気）�� 6437（13番人気）
3連複票数 計 853492 的中 ��� 20012（8番人気）
3連単票数 計1395299 的中 ��� 10772（16番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．3―12．5―12．4―12．6―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．0―49．5―1：01．9―1：14．5―1：26．2―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ヴェルジョワーズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Victory Note デビュー 2013．11．3 東京2着

2011．1．17生 牝3鹿 母 ビートリックスキッド 母母 Laquifan 2戦1勝 賞金 7，800，000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 リーサルウェポン号
（非抽選馬） 3頭 イタリアンフェッテ号・クイーンラズベリ号・リヴァートウショウ号
※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。

03030 2月10日 晴 稍重 （26東京1）第3日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00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
1：31．3
1：30．7

良
良

36 シングンジョーカー 牡3黒鹿56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 462 ―1：36．5 33．5�
816 シ レ ー ナ 牝3黒鹿54 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 服部 牧場 436 ―1：36．71� 15．5�
12 マローブルー 牝3鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 450 ―1：36．8� 2．3�
611 ダブルコーク 牡3黒鹿56 三浦 皇成�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476 ― 〃 ハナ 4．2�
48 メイショウアガサ 牝3鹿 54 内田 博幸松本 好�氏 小島 太 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456 ―1：37．12 13．9	
23 マ マ ア ル パ 牝3鹿 54 U．リスポリ 
サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 418 ―1：37．42 7．2�

（仏）

713 クイックデピュティ 牡3栗 56 大野 拓弥櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 貞広 賢治 460 ― 〃 クビ 61．1�
612 ビューティフルラン 牝3黒鹿54 後藤 浩輝須野牧場 尾関 知人 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 422 ― 〃 ハナ 15．2�
47 パリカラノテガミ 牡3鹿 56 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 438 ―1：37．5� 41．6�
59 ダイワナッティー 牝3青 54 柴田 大知大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 496 ―1：37．92� 8．8�
714 カガフローライト 牝3鹿 54 石神 深一香川 憲次氏 高市 圭二 浦河 まるとみ冨岡牧場 398 ―1：38．64 320．6�
510 ワードオブコマンド 牡3青鹿56 木幡 初広 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 470 ―1：38．81� 88．0�
815 コ ン テ ッ サ 牝3鹿 54 吉田 豊伊達 敏明氏 高橋 文雅 日高 サンシャイン

牧場 440 ―1：38．9	 109．4�
11 ナスノケリー 牝3黒鹿54 江田 照男須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 490 ―1：42．3大差 39．4�
35 ピクシーハット 牝3鹿 54

53 ☆嶋田 純次藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 458 ―1：42．61	 123．2�
（15頭）

24 ネオリアリズム 牡3栗 56 F．ベリー 
キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ― ― （出走取消）
（愛）

売 得 金
単勝： 23，309，500円 複勝： 36，367，700円 枠連： 14，472，900円
馬連： 46，480，500円 馬単： 31，643，600円 ワイド： 24，071，400円
3連複： 67，609，600円 3連単： 112，577，700円 計： 356，532，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，350円 複 勝 � 730円 � 310円 � 140円 枠 連（3－8） 10，140円

馬 連 �� 22，010円 馬 単 �� 54，700円

ワ イ ド �� 4，840円 �� 1，510円 �� 740円

3 連 複 ��� 18，280円 3 連 単 ��� 219，800円

票 数

単勝票数 計 233095 的中 � 5484（8番人気）
複勝票数 計 363677 的中 � 9483（9番人気）� 27413（5番人気）� 98526（1番人気）
枠連票数 計 144729 的中 （3－8） 1054（27番人気）
馬連票数 計 464805 的中 �� 1559（49番人気）
馬単票数 計 316436 的中 �� 427（99番人気）
ワイド票数 計 240714 的中 �� 1175（47番人気）�� 3892（18番人気）�� 8467（8番人気）
3連複票数 計 676096 的中 ��� 2731（53番人気）
3連単票数 計1125777 的中 ��� 378（529番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．6―49．0―1：01．7―1：13．2―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シングンジョーカー �
�
父 シングンオペラ �

�
母父 ラ ム タ ラ 初出走

2011．4．4生 牡3黒鹿 母 ピ ロ ッ ト 母母 ウィーンコンサート 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 ネオリアリズム号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナスノケリー号・ピクシーハット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月

10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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 キズナエンドレス号・ギンマクノヒロイン号・コウヨウマリア号・ゴールデンフェザー号・サトノセレリティ号・

ジュエルプラネット号・ステイバンク号・ダブルエー号・デュアルインパクト号・トーセンウィンザー号・
トーセンオーキッド号・ピュアパール号・ビリーヴザワン号・ムスカバード号・レッドボルゲーゼ号

※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。



03031 2月10日 晴 不良 （26東京1）第3日 第7競走 ��2，100�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，4歳56�5歳以上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
2：06．7
2：05．9

良
良

815� マイネルボンド 牡5青鹿57 F．ベリー �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム B506± 02：10．6 13．7�

（愛）

23 レッドエンブレム 牡4黒鹿56 内田 博幸 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494± 02：11．02� 3．0�
58 � ウェルウィッチア 牡5鹿 57 後藤 浩輝塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B480－ 22：11．1� 6．7�
35 ジャーラベンナ 牡4栗 56 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 496± 02：11．3� 7．8�
713 ピースオブウィーク 牡4黒鹿56 柴田 大知ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新ひだか 前川 正美 B516－12 〃 クビ 7．9�
34 バ ン ク シ ー 牡4鹿 56

55 ☆嶋田 純次渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 482＋ 82：11．51� 32．2	
22 ヴィアレーギア 牡4黒鹿56 吉田 豊伊達 敏明氏 高橋 文雅 日高 サンシャイン

牧場 540＋ 42：11．6クビ 13．3

610 トウショウマナーズ 牡4鹿 56 戸崎 圭太藤田 衛成氏 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 526－102：11．91� 6．8�
712 デルマカマイタチ 牡4黒鹿56 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B492－10 〃 クビ 135．4�
46 シンボリパソドブレ 牡4鹿 56 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 508＋102：12．11� 54．5
59 � フォンテーヌブロー 牡6黒鹿 57

56 ☆横山 和生村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 520＋ 22：12．63 49．6�
11 � ビックセイラー 牝4芦 54 的場 勇人�槇本牧場 的場 均 日高 槇本牧場 B520＋ 22：12．8� 178．1�
814 ジャングルパサー 牡4鹿 56 石橋 脩有限会社シルク高橋 文雅 新ひだか フジワラフアーム 524± 02：13．54 9．8�
47 ナンヨーノキョー 牝4黒鹿54 高倉 稜中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 444－ 22：14．45 82．2�
611 ステップアヘッド 牡5鹿 57 宮崎 北斗松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 528－ 42：15．57 37．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，849，200円 複勝： 48，771，300円 枠連： 18，144，700円
馬連： 67，096，500円 馬単： 38，661，500円 ワイド： 34，302，200円
3連複： 101，986，200円 3連単： 156，433，700円 計： 492，245，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 320円 � 140円 � 200円 枠 連（2－8） 740円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，060円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 26，040円

票 数

単勝票数 計 268492 的中 � 15549（8番人気）
複勝票数 計 487713 的中 � 31689（7番人気）� 121543（1番人気）� 61180（2番人気）
枠連票数 計 181447 的中 （2－8） 18295（2番人気）
馬連票数 計 670965 的中 �� 25586（6番人気）
馬単票数 計 386615 的中 �� 6442（14番人気）
ワイド票数 計 343022 的中 �� 10878（7番人気）�� 7464（13番人気）�� 28250（1番人気）
3連複票数 計1019862 的中 ��� 23425（6番人気）
3連単票数 計1564337 的中 ��� 4435（58番人気）

ハロンタイム 7．3―11．3―12．4―12．1―12．0―11．8―12．4―12．5―12．5―13．0―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．6―31．0―43．1―55．1―1：06．9―1：19．3―1：31．8―1：44．3―1：57．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マイネルボンド �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サンデーサイレンス

2009．3．14生 牡5青鹿 母 ダイイチコパン 母母 ダイイチアレキ 27戦1勝 賞金 19，070，000円
初出走 JRA ［他本会外：3戦0勝］

〔発走状況〕 ビックセイラー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

03032 2月10日 晴 不良 （26東京1）第3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）
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

713 トロワボヌール 牝4鹿 55 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474＋261：37．0 14．7�
47 プリンセスカママル 牝4鹿 55 後藤 浩輝 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 440－ 61：37．31� 5．4�
815 サンリットレイク 牡5鹿 57 U．リスポリ吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 524＋26 〃 クビ 4．4�

（仏）

24 マ ル マ ロ ス 牡4芦 57 戸崎 圭太ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B508± 01：37．4クビ 2．3�
714 トウショウアミラル 牡4黒鹿 57

56 ☆横山 和生トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472＋101：37．72 162．2�
59 サンマルスピリット 牡4鹿 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 490－161：38．23 15．0	
510 パリソワール 牡5栗 57 F．ベリー 丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 444＋141：38．51� 26．1


（愛）

48 マスタープラチナム 牝4栗 55 村田 一誠�谷岡牧場 栗田 徹 新ひだか 谷岡牧場 454± 01：38．6� 58．8�
11 アルマベルヴァ 牡4鹿 57 三浦 皇成コウトミックレーシング 矢野 英一 新冠 赤石 久夫 B494＋ 6 〃 ハナ 9．4
12 テイエムブシドー 	4鹿 57 高倉 稜竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 456－ 61：38．7
 153．7�
611 ネオヴァンデロア 牡4黒鹿57 北村 宏司小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 520± 01：39．02 23．1�
816 ユキノマークン 牡6鹿 57 津村 明秀井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 498＋ 21：39．1クビ 36．1�
36 ヤマトツバキ 牝4鹿 55 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 484－ 61：39．52
 86．6�
35 フィールザロマンス 牝4黒鹿55 松岡 正海坂田 行夫氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 B454＋ 81：40．56 70．2�
612� コトノクリチャン 牝5栗 55 高野 和馬栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 駿河牧場 454－ 81：41．03 492．7�

（15頭）
23 アイアイエンデバー 牡5黒鹿57 吉田 豊齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 29，883，700円 複勝： 53，851，000円 枠連： 18，344，100円
馬連： 68，896，200円 馬単： 45，036，900円 ワイド： 34，492，800円
3連複： 99，805，600円 3連単： 176，831，200円 計： 527，141，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 430円 � 200円 � 190円 枠 連（4－7） 3，950円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 11，030円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，360円 �� 560円

3 連 複 ��� 7，010円 3 連 単 ��� 57，570円

票 数

単勝票数 計 298837 的中 � 16125（5番人気）
複勝票数 計 538510 的中 � 27316（7番人気）� 77403（3番人気）� 84613（2番人気）
枠連票数 計 183441 的中 （4－7） 3428（15番人気）
馬連票数 計 688962 的中 �� 13018（14番人気）
馬単票数 計 450369 的中 �� 3014（34番人気）
ワイド票数 計 344928 的中 �� 7508（13番人気）�� 6037（16番人気）�� 16041（4番人気）
3連複票数 計 998056 的中 ��� 10515（21番人気）
3連単票数 計1768312 的中 ��� 2267（164番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．7―48．3―1：00．7―1：12．7―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トロワボヌール �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．16 中山1着

2010．3．23生 牝4鹿 母 チ ュ ー ニ ー 母母 フロムビヨンド 9戦2勝 賞金 19，800，000円
〔出走取消〕 アイアイエンデバー号は，疾病〔左肩跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シゲルリョウケンザ号・ナンヨーヤシマ号・ライズアゲイン号
※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。



03033 2月10日 晴 稍重 （26東京1）第3日 第9競走 ��
��1，800�

りっしゅん

立 春 賞
発走14時35分（番組第10競走を順序変更） （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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

22 ミヤコマンハッタン 牝5鹿 55 内田 博幸吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 486＋ 81：47．7 10．8�
55 エバーグリーン 牡6青 57 横山 典弘吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 504＋ 2 〃 クビ 5．1�
11 ボーイフレンド 牡5栗 57 後藤 浩輝北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 442－101：47．8� 19．1�
88 アールデュラン 	5鹿 57 三浦 皇成星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 482－ 21：47．9� 7．0�
77 ウィケットキーパー 牝5鹿 55 蛯名 正義吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B450± 01：48．0� 16．1�
89 ベステゲシェンク 牡4鹿 56 U．リスポリ吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 クビ 2．2�

（仏）

44 シャドウウィザード 	4黒鹿56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 464＋ 41：48．42� 4．4	
66 
 エレガンテココ 牝6青 55 江田 照男岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 438＋ 21：48．82� 46．5

33 ゴーゴーヒュウガ 牡6鹿 57 宮崎 北斗永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 B470＋ 61：48．9クビ 215．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，972，000円 複勝： 67，340，600円 枠連： 17，589，300円
馬連： 87，708，100円 馬単： 64，287，500円 ワイド： 39，833，000円
3連複： 116，864，700円 3連単： 322，468，400円 計： 758，063，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 370円 � 190円 � 460円 枠 連（2－5） 2，550円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 5，990円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，260円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 10，620円 3 連 単 ��� 66，590円

票 数

単勝票数 計 419720 的中 � 30840（5番人気）
複勝票数 計 673406 的中 � 44028（6番人気）� 115205（3番人気）� 33914（7番人気）
枠連票数 計 175893 的中 （2－5） 5094（8番人気）
馬連票数 計 877081 的中 �� 24979（10番人気）
馬単票数 計 642875 的中 �� 7924（24番人気）
ワイド票数 計 398330 的中 �� 12500（10番人気）�� 7705（18番人気）�� 7493（19番人気）
3連複票数 計1168647 的中 ��� 8123（35番人気）
3連単票数 計3224684 的中 ��� 3574（179番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―11．9―12．0―12．5―12．3―11．3―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．1―48．1―1：00．6―1：12．9―1：24．2―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．8

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ミヤコマンハッタン �

父 マンハッタンカフェ �


母父 ドクターデヴィアス デビュー 2011．6．19 中山2着

2009．3．30生 牝5鹿 母 ハッピースキャット 母母 シンミスチーフ 21戦4勝 賞金 64，478，000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。

03034 2月10日 晴 稍重 （26東京1）第3日 第10競走 ��
��2，400�ゆ り か も め 賞

発走15時10分（番組第9競走を順序変更） （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000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
2：22．1
2：22．1

良
良

24 ラ ン グ レ ー 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：30．4 3．1�
59 ゴールドアクター 牡3青鹿56 石橋 脩居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 462－182：30．61 44．8�
23 ダイワリベラル 牡3黒鹿56 後藤 浩輝大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 518－ 4 〃 クビ 12．7�
816� ラハイナルナ 牡3鹿 56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 愛 S. F. Blood-
stock LLC 508＋ 22：30．7クビ 13．3�

47 デルカイザー 牡3黒鹿56 G．ブノワ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482＋182：30．8� 35．3	
（仏）

713 ダノンアンビシャス 牡3黒鹿56 横山 典弘�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 ハナ 4．5

11 マドリードカフェ 牡3黒鹿56 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン

ズファーム 498＋ 2 〃 クビ 5．0�
611 トライアゲイン 牡3鹿 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋122：31．11� 79．0�
35 ロワジャルダン 牡3鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 490－ 6 〃 アタマ 22．7
12 タルトオポム 牡3黒鹿56 横山 和生窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 ハナ 16．5�
815 ジョウノムサシ 牡3鹿 56 F．ベリー 小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 482＋ 4 〃 ハナ 36．4�

（愛）

510 マイネリベルタス 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 42：31．63 38．7�

36 レッドアルゴ 牡3鹿 56 U．リスポリ �東京ホースレーシング 友道 康夫 新冠 ハシモトフアーム 522－12 〃 クビ 24．0�
（仏）

714 ストロベリーキング 牡3黒鹿56 高倉 稜田頭 勇貴氏 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 472＋ 2 〃 ハナ 21．9�
48 ナスノアオバ 牡3鹿 56 大野 拓弥�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 528＋ 42：32．13 34．7�
612 クインズチャイルド 牡3鹿 56 田中 勝春 �クイーンズ・ランチ 伊藤 圭三 新ひだか 折手牧場 474－ 4 〃 クビ 47．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，127，300円 複勝： 112，451，100円 枠連： 46，738，700円
馬連： 174，223，300円 馬単： 88，523，800円 ワイド： 82，953，100円
3連複： 258，080，200円 3連単： 418，510，700円 計： 1，244，608，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 1，000円 � 410円 枠 連（2－5） 2，130円

馬 連 �� 5，980円 馬 単 �� 8，760円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 1，000円 �� 4，530円

3 連 複 ��� 20，590円 3 連 単 ��� 98，270円

票 数

単勝票数 計 631273 的中 � 162513（1番人気）
複勝票数 計1124511 的中 � 234205（1番人気）� 23453（14番人気）� 65312（5番人気）
枠連票数 計 467387 的中 （2－5） 16270（8番人気）
馬連票数 計1742233 的中 �� 21511（19番人気）
馬単票数 計 885238 的中 �� 7458（27番人気）
ワイド票数 計 829531 的中 �� 9508（23番人気）�� 21205（6番人気）�� 4388（54番人気）
3連複票数 計2580802 的中 ��� 9253（63番人気）
3連単票数 計4185107 的中 ��� 3143（277番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．0―13．7―13．4―12．9―13．1―13．2―12．6―11．3―11．3―11．7

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―24．2―37．2―50．9―1：04．3―1：17．2―1：30．3―1：43．5―1：56．1―2：07．4―2：18．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ ン グ レ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．10．27 東京1着

2011．3．19生 牡3鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 4戦2勝 賞金 21，950，000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 レッドオラシオン号
※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。



03035 2月10日 晴 不良 （26東京1）第3日 第11競走 ��
��1，600�

はくれい

白嶺ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下，25．2．2以降26．2．2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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

510 レーザーバレット 牡6鹿 57．5 横山 典弘前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 476± 01：35．6 9．8�
36 パワースポット 牝6鹿 53 石橋 脩�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 472＋101：35．81� 13．0�
59 ブロードソード 牡4黒鹿55 三浦 皇成 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 494－ 41：36．01 6．7�
23 コスモイーチタイム 牡6栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 2 〃 アタマ 59．6�
24 � アンアヴェンジド 牝5黒鹿55 G．ブノワ �大樹ファーム 藤沢 和雄 米

Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

530－181：36．42	 2．6�
（仏）

35 オメガブレイン 牡6鹿 54 田辺 裕信原 
子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 ハナ 37．1	
611� タツパーシヴ 牡7芦 52 江田 照男日下部勝德氏 �島 一歩 米 Hokuyou

Farm B496－14 〃 アタマ 214．1

612 ガイヤースヴェルト 牡4黒鹿56 U．リスポリ �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 494－ 81：36．61 4．3�

（仏）

815 ミヤジマッキー 牡4鹿 55 蛯名 正義曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 504± 01：36．81	 7．7�
47 セイカフォルテ 牡6鹿 56 田中 勝春久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 454－ 41：36．9	 44．3
48 エ ス カ ー ダ 牡7青鹿52 吉田 豊山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 474－ 41：37．64 282．3�
12 ドラゴンヴォイス 牡6鹿 55 横山 和生窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 B454＋ 2 〃 クビ 138．9�
816 ヒ メ サ ク ラ 牝4鹿 53 後藤 浩輝岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 444± 01：37．91� 14．9�
11 セイカフォルトゥナ 牝5栗 53 木幡 初広久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 486± 01：38．1� 40．6�
714� ワールドブルー 牡8鹿 51 嶋田 純次 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi 500－ 61：38．63 147．0�
（15頭）

713 エンジョイタイム 牡6鹿 54 大野 拓弥前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 72，145，500円 複勝： 122，166，400円 枠連： 66，510，600円
馬連： 259，766，100円 馬単： 147，175，300円 ワイド： 103，297，100円
3連複： 391，208，300円 3連単： 767，992，900円 計： 1，930，262，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 310円 � 380円 � 270円 枠 連（3－5） 2，000円

馬 連 �� 5，130円 馬 単 �� 10，670円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 990円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 10，290円 3 連 単 ��� 77，800円

票 数

単勝票数 差引計 721455（返還計 394） 的中 � 58517（5番人気）
複勝票数 差引計1221664（返還計 1189） 的中 � 105210（5番人気）� 80346（7番人気）� 129256（4番人気）
枠連票数 差引計 665106（返還計 20） 的中 （3－5） 24624（8番人気）
馬連票数 差引計2597661（返還計 7260） 的中 �� 37397（21番人気）
馬単票数 差引計1471753（返還計 3379） 的中 �� 10183（39番人気）
ワイド票数 差引計1032971（返還計 3586） 的中 �� 14747（22番人気）�� 26302（12番人気）�� 17676（19番人気）
3連複票数 差引計3912083（返還計 27709） 的中 ��� 28063（35番人気）
3連単票数 差引計7679929（返還計 48899） 的中 ��� 7286（232番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．3―12．4―12．2―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．8―34．4―46．7―59．1―1：11．3―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーザーバレット �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2010．12．12 中山1着

2008．5．11生 牡6鹿 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル 11戦5勝 賞金 74，954，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 エンジョイタイム号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キタサンシンガー号・サクラレグナム号・ニシノオウガイ号・ワイルドドラゴン号
※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。

03036 2月10日 晴 稍重 （26東京1）第3日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時25分 （芝・左）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

611 ジーニマジック 牝4鹿 55 田中 勝春田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 472± 01：21．5 8．4�
12 � カディーシャ 牝5栗 55 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 422－ 2 〃 クビ 26．1�
36 ボンジュールココロ 牝4鹿 55 後藤 浩輝田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 472＋121：21．6クビ 32．0�
713 ゴールドカルラ 牝6鹿 55 田辺 裕信磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 520＋10 〃 アタマ 18．6�
59 ア ン レ ー ル 牝4鹿 55 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 クビ 5．2	
714 エパティック 牝6鹿 55 戸崎 圭太村木 篤氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 466± 01：21．7� 7．8

23 エターナルムーン 牝4鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 474－ 41：21．91� 5．0�
11 タガノルミナーレ 牝5黒鹿55 内田 博幸八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－ 61：22．0クビ 22．1�
816 ツクバアラモード 牝4栗 55 吉田 豊細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 454－ 4 〃 ハナ 79．6
35 サクラディソール 牝4鹿 55 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 430＋ 4 〃 クビ 4．0�
815 カフヴァール 牝5鹿 55 F．ベリー �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B466＋ 21：22．1クビ 8．9�

（愛）

510 ヨシカワクン 牝4鹿 55
54 ☆嶋田 純次井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B454－101：22．42 59．3�

612� アステールネオ 牝4栗 55 的場 勇人鈴木 伸昭氏 的場 均 新ひだか 静内山田牧場 462－ 2 〃 クビ 24．2�
24 アイティクイーン 牝6栗 55 柴田 大知一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 508－ 61：22．82� 222．4�
48 リアリティー 牝4鹿 55

52 ▲山崎 亮誠小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 470＋ 41：24．07 164．2�
47 デ コ ル テ 牝7黒鹿 55

52 ▲原田 和真谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 452－221：25．06 300．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，539，400円 複勝： 105，861，800円 枠連： 43，912，000円
馬連： 225，195，400円 馬単： 90，852，200円 ワイド： 80，177，400円
3連複： 256，795，800円 3連単： 465，366，500円 計： 1，330，700，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 340円 � 700円 � 940円 枠 連（1－6） 4，270円

馬 連 �� 11，700円 馬 単 �� 19，210円

ワ イ ド �� 3，230円 �� 4，350円 �� 6，090円

3 連 複 ��� 70，040円 3 連 単 ��� 357，010円

票 数

単勝票数 計 625394 的中 � 58702（5番人気）
複勝票数 計1058618 的中 � 92501（5番人気）� 38298（10番人気）� 27615（11番人気）
枠連票数 計 439120 的中 （1－6） 7600（21番人気）
馬連票数 計2251954 的中 �� 15175（39番人気）
馬単票数 計 908522 的中 �� 3491（72番人気）
ワイド票数 計 801774 的中 �� 6152（38番人気）�� 4534（46番人気）�� 3224（53番人気）
3連複票数 計2567958 的中 ��� 2706（167番人気）
3連単票数 計4653665 的中 ��� 962（868番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．5―46．2―57．8―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．3
3 7，10（5，8）13，3（4，6）（2，11）9（1，12）（14，15）16 4 7，10，8，5，13－（3，6）（4，11）（2，9）（1，14，12）15，16

勝馬の
紹 介

ジーニマジック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Alzao デビュー 2012．9．17 中山3着

2010．2．25生 牝4鹿 母 ベッラベリッシモ 母母 Bella Vitessa 15戦3勝 賞金 48，828，000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。



（26東京1）第3日 2月10日（月曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 180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

189，770，000円
9，260，000円
1，320，000円
17，010，000円
69，967，500円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
432，224，800円
760，164，900円
294，673，800円
1，168，907，400円
651，294，600円
532，233，100円
1，654，978，300円
2，971，320，500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
計 8，465，797，400円

総入場人員 11，667名 （有料入場人員 11，204名）
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