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03059 2月22日 晴 良 （26東京1）第7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

12 スカイランナー 牝3栗 54 戸崎 圭太山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 パカパカ
ファーム 468－121：28．3 8．4�

36 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 472＋ 61：28．61� 5．6�
713 ボーンレジェンド 牝3鹿 54 横山 典弘 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 474＋ 8 〃 クビ 6．2�
11 デルマノママナノダ 牝3鹿 54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 478－ 21：28．91� 5．5�
611 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 440－ 21：29．22 14．5�
815 ドナアヴィード 牝3芦 54 岩田 康誠久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 436＋ 21：29．51� 35．3	
23 コウセイマユヒメ 牝3鹿 54

53 ☆横山 和生杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 462＋ 6 〃 クビ 11．6

612 タイキビスタ 牝3鹿 54 吉田 豊�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 474－ 41：30．03 196．4�
816 ディバインドーター 牝3栗 54 柴田 大知 �サンデーレーシング 矢野 英一 日高 追分ファーム 464＋ 81：30．21� 41．3
48 クィーンオブシバ 牝3鹿 54 北村 宏司小野 博郷氏 新開 幸一 新冠 須崎牧場 484＋ 41：30．41� 58．8�
47 リクエストアワー 牝3栗 54 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 446＋ 41：30．71� 2．9�
510 ジョウノローズ 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 440－ 21：30．9� 117．1�
24 タカミルシエル 牝3鹿 54 大庭 和弥村田 滋氏 嶋田 潤 日高 賀張三浦牧場 432＋101：31．21� 361．5�
59 スパンコール 牝3鹿 54 江田 照男飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 466＋141：31．3� 323．0�
35 ヤギリヒマワリ 牝3鹿 54 宮崎 北斗内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 456＋22 〃 ハナ 311．4�
714 スズプリンセス 牝3鹿 54 武 豊小紫 嘉之氏 伊藤 正徳 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 458＋ 21：33．6大差 32．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，780，100円 複勝： 38，887，900円 枠連： 13，464，800円
馬連： 46，073，000円 馬単： 29，055，400円 ワイド： 22，658，900円
3連複： 64，755，700円 3連単： 99，209，500円 計： 334，885，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 270円 � 170円 � 200円 枠 連（1－3） 730円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，000円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 26，770円

票 数

単勝票数 計 207801 的中 � 19513（5番人気）
複勝票数 計 388879 的中 � 33863（5番人気）� 69365（2番人気）� 51227（4番人気）
枠連票数 計 134648 的中 （1－3） 13619（2番人気）
馬連票数 計 460730 的中 �� 17536（9番人気）
馬単票数 計 290554 的中 �� 5078（18番人気）
ワイド票数 計 226589 的中 �� 12221（4番人気）�� 5297（16番人気）�� 11026（5番人気）
3連複票数 計 647557 的中 ��� 13110（12番人気）
3連単票数 計 992095 的中 ��� 2736（89番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．2―36．4―49．8―1：02．9―1：15．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スカイランナー �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Catrail デビュー 2014．1．13 中山4着

2011．2．4生 牝3栗 母 オージーカンパニー 母母 Irish Company 3戦1勝 賞金 7，200，000円
〔発走状況〕 ボーンレジェンド号は，枠内駐立不良〔突進〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 ボーンレジェンド号は，発走調教再審査。
〔その他〕 スズプリンセス号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズプリンセス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月22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 スイートジョジョ号・マーブルケーキ号・ライクアラヴァー号

03060 2月22日 晴 良 （26東京1）第7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

36 アムールスキー 牡3鹿 56 U．リスポリ有限会社シルク小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 22：15．6 4．9�

（仏）

12 マキシマムフロウ 牡3栗 56 石橋 脩 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム 478＋ 62：15．91� 47．3�
612 デルマコテツ 牡3栗 56 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 446－ 42：16．75 8．2�
713 ハ イ ク ロ ス 牡3芦 56 F．ベリー �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 448－ 62：16．91� 14．5�

（愛）

59 デザートオブムーン 牝3黒鹿54 内田 博幸 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470± 02：17．0� 6．8	
11 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 524＋ 62：17．1クビ 2．9

48 リターントゥジェム 牡3黒鹿56 田中 勝春西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 496＋ 2 〃 アタマ 6．1�
815 チャンピオンリング 牡3栗 56

53 ▲山崎 亮誠 �キャロットファーム 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 548－ 62：17．2� 169．4�
510 ヒ ム カ 牝3栗 54 蛯名 正義�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 490－ 42：17．3� 10．0
611 シ ュ メ リ ア 牝3黒鹿54 村田 一誠山本 英俊氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B500＋ 22：17．72� 48．0�
35 マイケルチョウサン 牡3鹿 56

55 ☆横山 和生�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 B476－102：17．8� 39．6�
47 フォトンベルト 牡3鹿 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 492－122：18．54 191．9�
24 カフェテキーラ 牡3芦 56 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 566＋ 22：19．24 79．7�
816 ダンディスタイル 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 出羽牧場 B438＋ 22：19．51� 305．5�
714 カンタベリーツルギ 牡3鹿 56

55 ☆嶋田 純次峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 428－ 22：20．88 235．0�
23 ランドグローリー �3栗 56 吉田 豊木村 昌三氏 尾形 充弘 日高 日西牧場 470＋142：21．11� 206．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，993，700円 複勝： 39，361，900円 枠連： 12，680，000円
馬連： 44，474，400円 馬単： 30，424，400円 ワイド： 23，877，300円
3連複： 60，962，500円 3連単： 93，354，100円 計： 324，128，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 230円 � 1，110円 � 300円 枠 連（1－3） 680円

馬 連 �� 10，460円 馬 単 �� 17，220円

ワ イ ド �� 4，360円 �� 800円 �� 4，760円

3 連 複 ��� 25，070円 3 連 単 ��� 135，630円

票 数

単勝票数 計 189937 的中 � 30973（2番人気）
複勝票数 計 393619 的中 � 52992（3番人気）� 7710（9番人気）� 35867（6番人気）
枠連票数 計 126800 的中 （1－3） 13929（2番人気）
馬連票数 計 444744 的中 �� 3138（27番人気）
馬単票数 計 304244 的中 �� 1304（49番人気）
ワイド票数 計 238773 的中 �� 1312（36番人気）�� 7744（11番人気）�� 1201（40番人気）
3連複票数 計 609625 的中 ��� 1795（61番人気）
3連単票数 計 933541 的中 ��� 508（326番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―13．1―12．5―12．9―13．3―13．7―13．6―12．8―12．2―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．6―31．7―44．2―57．1―1：10．4―1：24．1―1：37．7―1：50．5―2：02．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

アムールスキー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．12．8 中山4着

2011．2．6生 牡3鹿 母 ビワパシフィカス 母母 パシフィカス 3戦1勝 賞金 6，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 エルトント号・エーブリンカーン号・ガラパゴス号・カーライルシチー号・クラウンデピュティ号・コットンウッド号・

ザッツフェイマス号・ジーガークリスタル号・パワーショット号・プコナコナ号・マンボプリンス号・
ランデックハーツ号・ルミラークル号

※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７日



03061 2月22日 晴 良 （26東京1）第7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
1：34．4
1：33．3

重
良

59 パナシュドール 牝3鹿 54 田辺 裕信落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 428－ 61：40．1 1．8�
713 ラズライトブルー 牝3鹿 54

53 ☆嶋田 純次 �ブルーマネジメント田島 俊明 新冠 川上 悦夫 426－ 81：40．2� 34．7�
816 スローライフ 牝3栗 54 G．ブノワ 村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 496－ 21：40．3� 4．3�

（仏）

612 ナムラヒロイン 牝3鹿 54 津村 明秀奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 464－ 81：40．72� 176．1�
714 ディープリアン 牝3鹿 54 松岡 正海深見 敏男氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 454－ 61：41．01� 11．7�
611 ホワイトミーティア 牝3芦 54 戸崎 圭太 	キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：41．53 22．9

47 ダ ー エ 牝3栗 54

53 ☆横山 和生小林 博雄氏 伊藤 正徳 平取 高橋 幸男 452± 0 〃 アタマ 9．1�
48 ボンクラージュ 牝3鹿 54 宮崎 北斗桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 424＋ 61：42．03 159．6�
23 プティットコピーヌ 牝3鹿 54 蛯名 正義�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436＋ 81：42．1クビ 72．0
35 タ ケ ル マ ヤ 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠森 保彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 418－241：43．37 299．2�
36 イーサンアテナ 牝3黒鹿54 柴田 大知国本 勇氏 柴田 政人 日高 中前牧場 436± 01：43．51� 419．1�
11 タイキエミリー 牝3黒鹿 54

52 △藤懸 貴志	大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 日田牧場 426－ 41：43．71� 475．4�
815 ヒカルマナムスメ 牝3鹿 54 内田 博幸髙橋 京子氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 426＋101：44．33� 11．7�
12 スプリームサンダー 牝3栗 54 石橋 脩関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 460＋ 41：44．72� 19．0�
510 トレランシア 牝3栗 54 大野 拓弥山口 敦広氏 和田正一郎 えりも エクセルマネジメント 438－141：45．02 469．4�
24 グッドクオリティー 牝3青鹿54 三浦 皇成 	ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 452－ 41：46．610 125．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，346，200円 複勝： 71，803，700円 枠連： 14，795，200円
馬連： 43，563，300円 馬単： 35，715，500円 ワイド： 24，149，200円
3連複： 60，655，800円 3連単： 122，751，900円 計： 396，780，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 600円 � 150円 枠 連（5－7） 490円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 850円 �� 190円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 12，800円

票 数

単勝票数 計 233462 的中 � 107190（1番人気）
複勝票数 計 718037 的中 � 441304（1番人気）� 11193（9番人気）� 78164（2番人気）
枠連票数 計 147952 的中 （5－7） 22586（2番人気）
馬連票数 計 435633 的中 �� 12456（10番人気）
馬単票数 計 357155 的中 �� 7137（12番人気）
ワイド票数 計 241492 的中 �� 6102（11番人気）�� 41072（1番人気）�� 4054（16番人気）
3連複票数 計 606558 的中 ��� 18900（9番人気）
3連単票数 計1227519 的中 ��� 7081（39番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．5―13．1―13．1―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．2―47．7―1：00．8―1：13．9―1：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．4―3F39．3
3 2，11（14，15）16（4，9）7（10，13）－（3，12）（1，6）8－5 4 ・（2，11，14）（16，15）9（7，13）（4，10）－12（1，3）－（6，8）－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

パナシュドール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Monsun デビュー 2013．11．10 東京5着

2011．4．6生 牝3鹿 母 ソ ヨ カ ゼ Ⅱ 母母 Guanhumara 6戦1勝 賞金 13，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グッドクオリティー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月22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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カンタベリーラウス号・ドクタージュンコ号
（非抽選馬） 6頭 エスティルージュ号・ダイワバロニス号・ツインキャンドル号・ナイスクオリア号・フロールシータ号・

マダムインパリ号
※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。

03062 2月22日 晴 良 （26東京1）第7日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （ダート・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

611 ワイルドダラー 牡3青鹿56 内田 博幸 Him Rock Racing 古賀 慎明 新ひだか 平野牧場 488 ―1：40．2 4．3�
22 ラ ブ ユ ー 牝3栗 54 戸崎 圭太�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 482 ― 〃 クビ 6．3�
814 デジタルフラッシュ 牡3栗 56 後藤 浩輝有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 486 ―1：40．62� 10．1�
11 マルターズオリゾン 牡3黒鹿56 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 496 ―1：40．91� 3．8�
34 リオサリナス 牡3芦 56 石橋 脩 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 532 ―1：41．0クビ 13．2�
610 ハイエストスフィア 牝3鹿 54 北村 宏司有限会社シルク黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 510 ―1：41．85 9．0	
47 メジャーシップ 牡3鹿 56 田中 勝春阿部榮乃進氏 宗像 義忠 厚真 阿部 栄乃進 464 ―1：42．12 6．3

713 アンビションバイオ 牝3鹿 54 村田 一誠バイオ� 田中 剛 日高 中館牧場 436 ―1：42．73� 49．7�
58 メイブルーラグーン 牝3鹿 54 江田 照男千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 426 ― 〃 ハナ 61．0
35 ニシノシオン 牝3鹿 54 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 新ひだか 岡田牧場 466 ―1：43．65 217．5�
712 ゴールデンドラゴン 牡3鹿 56 三浦 皇成窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 484 ―1：43．92 47．2�
59 エストスマイル 牝3鹿 54 U．リスポリ橋川 欣司氏 本間 忍 青森 大西興産 510 ―1：46．6大差 16．1�

（仏）

23 ヴェスパーシチー 牡3栗 56 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 日高 下河辺牧場 460 ―1：46．92 74．9�
815 アマゾンバローズ 牝3黒鹿 54

53 ☆嶋田 純次猪熊 広次氏 小笠 倫弘 新冠 前川 隆範 486 ―1：47．0� 107．3�
46 マイネバレンシア 牝3栗 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 466 ―1：47．63� 105．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，703，700円 複勝： 33，153，000円 枠連： 14，127，000円
馬連： 41，585，400円 馬単： 27，081，100円 ワイド： 19，758，400円
3連複： 54，411，100円 3連単： 83，778，900円 計： 293，598，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 200円 � 290円 枠 連（2－6） 890円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 560円 �� 820円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 25，080円

票 数

単勝票数 計 197037 的中 � 36770（2番人気）
複勝票数 計 331530 的中 � 61354（1番人気）� 45641（3番人気）� 26022（6番人気）
枠連票数 計 141270 的中 （2－6） 11724（3番人気）
馬連票数 計 415854 的中 �� 21336（5番人気）
馬単票数 計 270811 的中 �� 8164（5番人気）
ワイド票数 計 197584 的中 �� 9055（4番人気）�� 5944（8番人気）�� 4246（19番人気）
3連複票数 計 544111 的中 ��� 6469（24番人気）
3連単票数 計 837789 的中 ��� 2466（69番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．7―13．2―13．0―12．8―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―36．5―49．7―1：02．7―1：15．5―1：27．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイルドダラー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ジェニュイン 初出走

2011．3．21生 牡3青鹿 母 ナムラミステリー 母母 タイキミステリー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 マイネバレンシア号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕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〕 エストスマイル号・ヴェスパーシチー号・アマゾンバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成26年3月22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。



03063 2月22日 晴 良 （26東京1）第7日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

611 スパーブデイ 牡3鹿 56 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 514＋161：50．1 3．7�
59 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 444＋ 21：50．2� 12．0�
815 レッドグルック 牡3鹿 56 後藤 浩輝 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 492＋24 〃 クビ 30．0�
36 ウインオリアート 牝3黒鹿54 大野 拓弥�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 4 〃 ハナ 73．1�
12 モンサンカノープス 牡3鹿 56 田辺 裕信山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 540＋ 61：50．41� 12．6�
11 ダイワブレス 牝3栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 506± 01：50．5� 2．2	
714 ミラクルステイ 牝3黒鹿54 横山 典弘
協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 436－ 41：50．6� 28．2�
23 バスティード 牡3栗 56 F．ベリー 古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 ムラカミファーム 474＋16 〃 クビ 7．9�

（愛）

48 プリンケプス 牡3鹿 56 内田 博幸吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 488－ 81：50．7� 29．2
24 アルマミラク 牝3黒鹿 54

53 ☆横山 和生コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 大道牧場 432－ 61：51．12� 496．2�
612 マーメイドドレス 牝3栗 54 津村 明秀 
スピードファーム武藤 善則 新冠 小泉 学 426＋ 41：51．2クビ 52．6�
713 ケイボルケーノ 牡3鹿 56 柴田 善臣山岸 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± 01：51．41� 36．0�
510 ユナイテッド 牡3鹿 56 蛯名 正義林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 474± 01：51．61� 19．1�
816 ナスセンプウ 牡3鹿 56 G．ブノワ 小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム 434＋ 21：51．92 244．8�

（仏）

35 ロードデューク 牡3栗 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 古賀 慎明 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 81：52．43 118．9�
47 キャンティユッキ 牝3鹿 54 武士沢友治チームユッキレーシング 高市 圭二 新冠 村田牧場 436－ 61：52．5クビ 386．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，269，800円 複勝： 47，177，000円 枠連： 16，781，600円
馬連： 57，080，900円 馬単： 37，148，400円 ワイド： 29，317，800円
3連複： 73，821，300円 3連単： 122，333，400円 計： 411，930，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 270円 � 720円 枠 連（5－6） 790円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，290円 �� 5，750円

3 連 複 ��� 19，580円 3 連 単 ��� 68，450円

票 数

単勝票数 計 282698 的中 � 61757（2番人気）
複勝票数 計 471770 的中 � 112025（2番人気）� 43747（4番人気）� 12922（9番人気）
枠連票数 計 167816 的中 （5－6） 15722（3番人気）
馬連票数 計 570809 的中 �� 27502（4番人気）
馬単票数 計 371484 的中 �� 11274（5番人気）
ワイド票数 計 293178 的中 �� 14928（3番人気）�� 5521（12番人気）�� 1178（51番人気）
3連複票数 計 738213 的中 ��� 2783（62番人気）
3連単票数 計1223334 的中 ��� 1319（205番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．3―50．2―1：02．9―1：15．4―1：26．9―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

スパーブデイ �
�
父 アポインテッドデイ �

�
母父 With Approval デビュー 2013．9．29 中山4着

2011．3．26生 牡3鹿 母 マルターズスパーブ 母母 Primedex 5戦1勝 賞金 11，400，000円
〔その他〕 ロードデューク号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。

03064 2月22日 晴 良 （26東京1）第7日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000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
1：31．3
1：30．7

良
良

814 マイネルアウラート 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：35．8 13．4�

47 サトノフェラーリ 牡3鹿 56 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 アタマ 3．1�
34 � シ ン ガ ン 牡3青鹿56 戸崎 圭太林 正道氏 松田 国英 愛 Castlemartin Sky

& Skymarc Farm 452－ 21：35．9� 3．1�
46 トレクァルティスタ 牡3黒鹿56 U．リスポリ �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482－ 6 〃 クビ 6．6�

（仏）

11 タブレットピーシー 牡3芦 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 アタマ 91．3	
815 ラ デ ィ ウ ス 牡3鹿 56 岩田 康誠名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 440－ 81：36．32� 7．8

610 グランドサッシュ 牡3黒鹿56 横山 典弘有限会社シルク武市 康男 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 4 〃 ハナ 59．4�
23 ダ ウ ト レ ス 牡3鹿 56 蛯名 正義�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504－ 21：36．4クビ 19．3�
59 マイネルジパング 牡3栗 56 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 4 〃 クビ 21．0
35 ア ラ フ ジ 牝3黒鹿54 松岡 正海�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 448＋ 2 〃 アタマ 29．8�
713 ラジオデイズ 牡3青鹿56 F．ベリー �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 478－ 81：36．5クビ 13．1�

（愛）

58 ディアイッセイ 牡3鹿 56 石橋 脩ディアレスト 奥平 雅士 新冠 武田牧場 504＋ 8 〃 クビ 158．0�
712 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± 01：36．71
 134．0�
611 ストームボーイ 牡3鹿 56 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 21：37．33� 320．9�
22 ライクアラヴァー 牝3栗 54 小林 徹弥�ミルファーム 粕谷 昌央 新ひだか 真歌田中牧場 420± 01：37．72� 716．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，891，000円 複勝： 61，481，600円 枠連： 19，910，100円
馬連： 68，965，700円 馬単： 40，434，900円 ワイド： 34，727，800円
3連複： 80，053，900円 3連単： 138，376，700円 計： 480，841，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 230円 � 130円 � 140円 枠 連（4－8） 470円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 500円 �� 580円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 20，970円

票 数

単勝票数 計 368910 的中 � 21742（6番人気）
複勝票数 計 614816 的中 � 52447（5番人気）� 153466（1番人気）� 136999（2番人気）
枠連票数 計 199101 的中 （4－8） 31913（2番人気）
馬連票数 計 689657 的中 �� 27576（6番人気）
馬単票数 計 404349 的中 �� 5746（17番人気）
ワイド票数 計 347278 的中 �� 15520（5番人気）�� 13010（6番人気）�� 53500（1番人気）
3連複票数 計 800539 的中 ��� 35915（4番人気）
3連単票数 計1383767 的中 ��� 4872（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．7―49．2―1：01．7―1：13．2―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルアウラート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．9．17 中山1着

2011．3．6生 牡3黒鹿 母 マイネシャンゼリゼ 母母 セーヌフロウ 7戦2勝 賞金 19，300，000円
※出走取消馬 サンバデジャネイロ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※ライクアラヴァー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



03065 2月22日 晴 良 （26東京1）第7日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時30分 （芝・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
1：31．3
1：30．7

良
良

816 ダイワアクシス 牡5黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 452－ 21：34．5 5．7�
713 ターフデライト 牝5青 55 F．ベリー �須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 ハナ 4．4�

（愛）

611 ミラクルアスク 牝4鹿 55 田辺 裕信廣崎 利洋氏 高柳 瑞樹 新冠 川上牧場 456＋18 〃 ハナ 11．2�
612� シークレットベース 牝6鹿 55 石橋 脩山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 454± 0 〃 クビ 53．1�
510 ユキノユウダン 牡4栗 57 戸崎 圭太馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 440＋ 81：34．6	 15．5�
48 マイネルイルミナル 牡4鹿 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 460－ 6 〃 ハナ 10．0

714 コ リ ー ヌ 牝5鹿 55 岩田 康誠	ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 462＋ 6 〃 ハナ 9．5�
36 フ ァ ー ゴ 牝5栗 55 横山 典弘吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 434＋ 81：34．7クビ 6．2�
815 ロジプリンセス 牝4青 55 後藤 浩輝久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 〃 ハナ 20．9
59 アンブリッジ 牡4鹿 57 田中 勝春佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 474＋ 6 〃 ハナ 15．2�
12 ワープドライブ 牡4鹿 57 U．リスポリ �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 480＋261：34．8クビ 39．9�

（仏）

11 レッドマニッシュ 牝4黒鹿55 武 豊 	東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490＋181：34．9
 25．8�
47 ダーズンローズ �6青 57 武士沢友治 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 ハナ 103．8�
23 ドリームリヴァール �4黒鹿57 大庭 和弥セゾンレースホース	 池上 昌弘 安平 追分ファーム 444＋ 41：35．0	 16．2�
24 マ デ ュ ー ロ 牡4鹿 57 G．ブノワ 多田 信尊氏 藤沢 和雄 日高 増尾牧場 486＋ 21：35．1クビ 17．8�

（仏）

35 ワンダービリーヴ 牝4鹿 55 大野 拓弥半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 41：35．95 68．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，535，900円 複勝： 55，892，900円 枠連： 23，453，500円
馬連： 74，228，100円 馬単： 39，098，000円 ワイド： 36，526，800円
3連複： 101，154，100円 3連単： 145，885，500円 計： 506，774，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 180円 � 350円 枠 連（7－8） 500円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，440円 �� 970円

3 連 複 ��� 5，850円 3 連 単 ��� 28，150円

票 数

単勝票数 計 305359 的中 � 42717（2番人気）
複勝票数 計 558929 的中 � 82033（2番人気）� 95800（1番人気）� 35274（7番人気）
枠連票数 計 234535 的中 （7－8） 35236（1番人気）
馬連票数 計 742281 的中 �� 43990（1番人気）
馬単票数 計 390980 的中 �� 10742（2番人気）
ワイド票数 計 365268 的中 �� 19879（1番人気）�� 5971（14番人気）�� 9140（6番人気）
3連複票数 計1011541 的中 ��� 12773（6番人気）
3連単票数 計1458855 的中 ��� 3825（21番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―12．1―12．0―11．3―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．4―47．5―59．5―1：10．8―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワアクシス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．12．10 中山5着

2009．3．5生 牡5黒鹿 母 オレンジジェラート 母母 スマイリングカット 19戦3勝 賞金 29，999，000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 アルマディヴァン号・ユッカマウンテン号
（非抽選馬） 1頭 トモロマイスター号
※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22日 晴 良 （26東京1）第7日 第8競走 ��
��2，100�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

612 ベルウッドテラス 牡4鹿 56 内田 博幸鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 504± 02：13．7 3．4�
24 � 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± 02：14．02 4．8�
11 ヘイローフォンテン 牡4鹿 56 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B516± 02：14．42	 20．8�
59 コスモマイギフト 牡5黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B496－ 42：14．6
 9．8�
815 オメガラヴィータ 牝4栗 54 戸崎 圭太原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 468－ 62：14．7
 6．5�
611 トウショウプライド 牡4栗 56 大野 拓弥トウショウ産業	 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508－ 22：14．9
 10．0

12 メ イ ラ ー ド 牡4栗 56

55 ☆横山 和生 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 476＋ 62：15．11	 104．5�
47 アプリコーゼ 牡5黒鹿57 田中 勝春 �キャロットファーム 木村 哲也 日高 待兼牧場 534＋ 42：15．52	 5．5�
510 デイジーバローズ 牝5栗 55 田辺 裕信猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 484± 02：15．71	 43．9
48 アルフェロア 牡5青鹿57 吉田 豊吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B494－ 82：16．23 97．1�
36 フォーナインキング 牡4鹿 56 三浦 皇成青山 洋一氏 田村 康仁 日高 下河辺牧場 472＋ 22：16．3
 64．0�
713� ナンヨーヤシマ 牡5青鹿57 G．ブノワ 中村 德也氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 516－102：16．93	 168．2�

（仏）

714 ピースオブウィーク 牡4黒鹿56 北村 宏司ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新ひだか 前川 正美 B522＋ 62：17．32	 11．0�
35 セカイノカナ 牝4芦 54 岩田 康誠泉 一郎氏 柴田 政人 新ひだか 坂本牧場 438－ 22：17．4
 148．2�
816 ト キ ノ ユ ウ 牡5鹿 57 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 448－ 82：17．82	 368．9�
23 オリバーバローズ 牡4黒鹿56 F．ベリー 猪熊 広次氏 尾形 和幸 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B500－ 22：25．1大差 94．1�
（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，119，800円 複勝： 52，670，300円 枠連： 20，309，600円
馬連： 74，194，000円 馬単： 39，374，000円 ワイド： 32，763，500円
3連複： 92，571，100円 3連単： 140，857，500円 計： 478，859，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 170円 � 480円 枠 連（2－6） 600円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，880円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 25，890円

票 数

単勝票数 計 261198 的中 � 60811（1番人気）
複勝票数 計 526703 的中 � 89697（2番人気）� 97164（1番人気）� 21766（8番人気）
枠連票数 計 203096 的中 （2－6） 25063（1番人気）
馬連票数 計 741940 的中 �� 56527（1番人気）
馬単票数 計 393740 的中 �� 15640（1番人気）
ワイド票数 計 327635 的中 �� 21266（1番人気）�� 4063（24番人気）�� 5081（22番人気）
3連複票数 計 925711 的中 ��� 10665（28番人気）
3連単票数 計1408575 的中 ��� 4016（97番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．1―30．8―43．4―56．6―1：09．7―1：22．6―1：35．5―1：47．8―2：00．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルウッドテラス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Grand Slam デビュー 2012．6．23 福島7着

2010．2．3生 牡4鹿 母 リリーポンド 母母 Hushed Goodbye 9戦2勝 賞金 19，750，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オリバーバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月22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 キングザブルース号・サワキック号・フォンテーヌブロー号
※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。



03067 2月22日 晴 良 （26東京1）第7日 第9競走 ��
��1，600�

は つ ね

初音ステークス
発走14時35分 （芝・左）
牝，4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，55�

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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

55 トーセンベニザクラ 牝5黒鹿55 武 豊島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 452± 01：34．9 8．8�

66 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± 01：35．11� 1．7�
22 チャーチクワイア 牝5栗 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 クビ 10．9�
79 ダンスファンタジア 牝6鹿 55 G．ブノワ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478＋101：35．31� 14．2	

（仏）

67 ウイングドウィール 牝5黒鹿55 F．ベリー �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 クビ 24．4

（愛）

44 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 474＋ 21：35．51	 7．7�
33 マイネヒメル 牝5栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 21：35．6クビ 25．1�
78 マコトブリジャール 牝4鹿 55 岩田 康誠�ディアマント 
島 一歩 様似 出口 繁夫 394－161：35．7	 11．7
11 サニーヘイロー 牝6栗 55 大野 拓弥宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 472＋ 41：36．02 229．9�
810 ダイワストリーム 牝4栗 55 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 21：36．42	 12．0�
811 カシュカシュ 牝5鹿 55 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 434－ 21：36．5	 106．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，873，900円 複勝： 96，127，300円 枠連： 20，959，400円
馬連： 108，006，800円 馬単： 71，539，700円 ワイド： 46，367，000円
3連複： 123，824，800円 3連単： 275，158，200円 計： 788，857，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 200円 � 110円 � 230円 枠 連（5－6） 740円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，070円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 15，190円

票 数

単勝票数 計 468739 的中 � 42061（3番人気）
複勝票数 計 961273 的中 � 84475（3番人気）� 455274（1番人気）� 67153（4番人気）
枠連票数 計 209594 的中 （5－6） 20994（4番人気）
馬連票数 計1080068 的中 �� 108719（3番人気）
馬単票数 計 715397 的中 �� 23155（9番人気）
ワイド票数 計 463670 的中 �� 37465（2番人気）�� 9637（14番人気）�� 29602（5番人気）
3連複票数 計1238248 的中 ��� 43538（6番人気）
3連単票数 計2751582 的中 ��� 13374（51番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．8―12．2―12．5―11．2―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．1―48．3―1：00．8―1：12．0―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンベニザクラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2011．7．3 中山6着

2009．3．7生 牝5黒鹿 母 トーセンブリリアン 母母 パ ル セ イ ト 21戦4勝 賞金 89，362，000円
〔発走状況〕 チャーチクワイア号は，発馬機内で右手綱の尾錠が外れたため馬装整備。発走時刻2分遅延。

マイネヒメル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 チャーチクワイア号の調教師古賀慎明は，発馬機内で同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金50，000円。
〔調教再審査〕 マイネヒメル号は，発走調教再審査。
※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。

03068 2月22日 晴 良 （26東京1）第7日 第10競走 ��
��1，600�ヒヤシンスステークス

発走15時10分 （ダート・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1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

711 エ キ マ エ 牡3鹿 56 江田 照男古川 智洋氏 中川 公成 新冠 アラキフアーム B502± 01：37．5 61．1�
57 メイショウパワーズ 牡3栗 56 酒井 学松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 468－101：37．6� 16．1�
45 メイショウシンシア 牡3鹿 56 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 438＋ 21：38．02� 4．0�
46 ダイリュウキセキ 牝3黒鹿54 小林 徹弥大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 432－ 61：38．1	 133．5�
712
 アースコネクター 牡3栗 56 横山 典弘 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

496＋ 6 〃 アタマ 12．8	
69 レッドアルヴィス 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �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± 0 〃 ハナ 4．7

22 � ランウェイワルツ 牡3栗 56 F．ベリー �下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 490－ 41：38．2クビ 7．1�

（愛）

610� ニシケンモノノフ 牡3栗 57 岩田 康誠西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 八木 常郎 490± 0 〃 ハナ 25．0
58 リーゼントロック 牡3黒鹿56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 514－ 8 〃 クビ 6．1�
813 タイセイクルーズ 牡3栗 56 U．リスポリ田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 510± 01：38．3クビ 17．1�

（仏）

34 ス ザ ク 牡3鹿 57 内田 博幸一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか グランド牧場 498＋131：38．5	 7．5�
33 ダイチトゥルース 牡3黒鹿56 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 454＋ 51：38．6� 13．1�
11 � カ ク シ ア ジ 牝3鹿 54 後藤 浩輝栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 408＋ 21：38．81� 197．2�
814� ニシノデンジャラス 牡3栗 56 柴田 大知西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 新冠橋本牧場 B514－ 41：38．9	 55．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，169，200円 複勝： 91，251，100円 枠連： 32，202，100円
馬連： 157，794，300円 馬単： 77，467，700円 ワイド： 57，654，400円
3連複： 185，831，900円 3連単： 310，413，500円 計： 962，784，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，110円 複 勝 � 1，250円 � 590円 � 190円 枠 連（5－7） 2，080円

馬 連 �� 39，700円 馬 単 �� 80，640円

ワ イ ド �� 5，580円 �� 3，370円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 43，490円 3 連 単 ��� 548，060円

票 数

単勝票数 計 501692 的中 � 6479（12番人気）
複勝票数 計 912511 的中 � 15801（12番人気）� 36371（9番人気）� 170918（1番人気）
枠連票数 計 322021 的中 （5－7） 11454（12番人気）
馬連票数 計1577943 的中 �� 2934（65番人気）
馬単票数 計 774677 的中 �� 709（132番人気）
ワイド票数 計 576544 的中 �� 2501（54番人気）�� 4186（40番人気）�� 10547（19番人気）
3連複票数 計1858319 的中 ��� 3154（126番人気）
3連単票数 計3104135 的中 ��� 418（1069番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．1―47．1―59．6―1：12．4―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ キ マ エ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．7．21 函館3着

2011．5．15生 牡3鹿 母 ローレルシャイン 母母 アラマサゴールド 8戦3勝 賞金 34，772，000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。



03069 2月22日 晴 良 （26東京1）第7日 第11競走 ��
��3，400�第64回ダイヤモンドステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，25．2．16以降26．2．18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 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
3：29．4
3：29．4

良
良

11 フェイムゲーム 牡4青鹿55 北村 宏司 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 452－ 23：30．2 2．9�
44 セイクリッドバレー 牡8栗 56 U．リスポリ吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 494＋ 23：30．41� 11．0�

（仏）

810 タニノエポレット 牡7鹿 55 岩田 康誠谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 508－ 63：30．5� 3．9�
67 ラブラドライト 	5鹿 50 酒井 学吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480＋ 23：30．71
 6．2�
55 メイショウジンム 牡8鹿 50 嶋田 純次松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 452± 03：31．01� 82．3�
33 フ ァ イ ヤ ー 牡6青鹿54 横山 典弘深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 520－ 23：31．95 14．0	
22 サイモントルナーレ 牡8栗 53 横山 和生澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 458± 03：32．32� 90．7

66 アドマイヤバラード 牡5栗 53 内田 博幸近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 528± 03：32．61� 3．8�
79 セイカプレスト 牡8黒鹿54 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 472± 03：34．09 146．6�
78 ロードオブザリング 牡7鹿 54 田辺 裕信 ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 504－123：34．74 33．8�
811 イケドラゴン 牡9栗 48 石神 深一 �フジワラ・ファーム 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 550± 03：35．02 64．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 88，352，800円 複勝： 138，194，300円 枠連： 51，864，400円
馬連： 301，142，700円 馬単： 163，752，600円 ワイド： 104，511，000円
3連複： 407，709，300円 3連単： 914，032，300円 計： 2，169，559，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 240円 � 150円 枠 連（1－4） 1，580円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 580円 �� 300円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 11，770円

票 数

単勝票数 計 883528 的中 � 240098（1番人気）
複勝票数 計1381943 的中 � 291927（1番人気）� 118558（5番人気）� 265368（3番人気）
枠連票数 計 518644 的中 （1－4） 24264（7番人気）
馬連票数 計3011427 的中 �� 146555（7番人気）
馬単票数 計1637526 的中 �� 50476（12番人気）
ワイド票数 計1045110 的中 �� 42798（7番人気）�� 95529（3番人気）�� 35644（9番人気）
3連複票数 計4077093 的中 ��� 132899（6番人気）
3連単票数 計9140323 的中 ��� 57358（40番人気）

ハロンタイム 13．3―12．5―12．9―12．8―12．3―12．0―11．8―12．4―12．5―12．4―12．1―12．3―12．6―12．3―11．6―11．9
―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．3―25．8―38．7―51．5―1：03．8―1：15．8―1：27．6―1：40．0―1：52．5―2：04．9―2：17．0―2：29．3

2，600� 2，800� 3，000� 3，200�
―2：41．9―2：54．2―3：05．8―3：17．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．3―3F36．0
1
�
7，8（2，11）－3（4，6）（10，9，5）－1・（7，8）（2，3）（4，6）（11，1）9（10，5）

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

勝馬の
紹 介

フェイムゲーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アレミロード デビュー 2012．9．29 中山8着

2010．5．11生 牡4青鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ 9戦3勝 賞金 106，360，000円
〔制裁〕 フェイムゲーム号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

03070 2月22日 晴 良 （26東京1）第7日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

612� ローレンルーナ 牡5鹿 57 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi
Aoyama 486＋ 21：25．2 9．0�

48 ショウナンダイラ 牡4鹿 57 三浦 皇成�湘南 二ノ宮敬宇 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 536＋ 21：25．3	 6．5�

611 アップルハウス 牡4青鹿57 津村 明秀新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 444－ 21：25．4
 194．3�
47 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 518＋ 4 〃 クビ 27．3�
816 ムードティアラ 牝4鹿 55 田辺 裕信�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 474－ 41：25．5クビ 7．0�
24 � フ ィ オ リ ア 牡6鹿 57 G．ブノワ 藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.

Partners 476－ 81：25．6	 39．0	
（仏）

714 ミステリートレイン 牡6鹿 57 北村 宏司金子真人ホール
ディングス
 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512－ 21：25．7
 15．3�

713� ビットアレグロ 牡5栗 57 柴田 大知礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム B486－ 61：25．8	 44．9�

12 デルマネコムスメ 牝4栗 55 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 442± 01：26．01� 48．2
23 ジョージジョージ 牡4栗 57 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 456－ 41：26．1
 164．5�
36 � バルダメンテ 牡5青鹿57 後藤 浩輝前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 528＋ 81：26．2	 5．4�
11 バイタルフォルム 牡4黒鹿57 横山 典弘髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 490－ 21：26．94 16．5�
35 � ラヴァンドゥー 牝5青鹿55 内田 博幸幅田 昌伸氏 藤原 英昭 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 508＋12 〃 クビ 4．6�
59 ヒ シ ョ ウ 6栗 57 F．ベリー 岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 21：27．64 18．2�

（愛）

510 ク ロ ー チ ェ 牡5栗 57 U．リスポリ �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 510－14 〃 クビ 6．8�
（仏）

815 ホンインボウ 牡5黒鹿57 宮崎 北斗新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 590－101：31．3大差 365．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，215，100円 複勝： 90，411，300円 枠連： 47，154，000円
馬連： 197，267，400円 馬単： 77，575，600円 ワイド： 70，464，500円
3連複： 218，676，900円 3連単： 368，824，700円 計： 1，121，589，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 330円 � 260円 � 3，130円 枠 連（4－6） 2，080円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 6，350円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 17，880円 �� 13，760円

3 連 複 ��� 115，530円 3 連 単 ��� 446，220円

票 数

単勝票数 計 512151 的中 � 45166（6番人気）
複勝票数 計 904113 的中 � 75607（6番人気）� 104577（3番人気）� 6280（15番人気）
枠連票数 計 471540 的中 （4－6） 16777（10番人気）
馬連票数 計1972674 的中 �� 50083（13番人気）
馬単票数 計 775756 的中 �� 9018（25番人気）
ワイド票数 計 704645 的中 �� 17150（10番人気）�� 947（93番人気）�� 1232（83番人気）
3連複票数 計2186769 的中 ��� 1397（274番人気）
3連単票数 計3688247 的中 ��� 610（1295番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．3―48．0―1：00．4―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ローレンルーナ �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2011．10．16 東京4着

2009．4．23生 牡5鹿 母 Champagne Sue 母母 Golden Tiy 18戦4勝 賞金 38，220，000円
〔制裁〕 ショウナンダイラ号の騎手三浦皇成は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

アップルハウス号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホンインボウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月22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。
（非当選馬） 2頭 クールヴェント号・リベルタドーレス号
※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。



（26東京1）第7日 2月22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 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

255，530，000円
7，080，000円
1，440，000円
23，400，000円
68，231，500円
4，815，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
441，251，200円
816，412，300円
287，701，700円
1，214，376，000円
668，667，300円
502，776，600円
1，524，428，400円
2，814，976，200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 8，270，589，700円

総入場人員 24，879名 （有料入場人員 23，819名）
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