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03001 2月1日 晴 稍重 （2東京1） 第1日 第1競走 ��1，300�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

22 クリアミッション 牡3鹿 56 大庭 和弥大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社
大原ファーム 506＋ 21：20．4 9．4�

11 エストラード 牡3黒鹿56 江田 照男島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ
スティファーム 478＋ 2 〃 アタマ 8．3�

59 マッチャパフェ 牝3鹿 54 武藤 雅保坂 和孝氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 446－ 4 〃 アタマ 10．5�
34 コ ル ニ リ ア 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 440＋ 21：20．6� 19．3�
712 ローズオブシャロン 牝3青鹿54 石橋 脩	ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458± 0 〃 クビ 7．3

35 バーンパッション 牡3黒鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 468＋ 21：20．7クビ 20．2�
610 ユ タ カ サ ン 牡3鹿 56 吉田 豊井山 登氏 竹内 正洋 青森 石田 英機 486＋ 8 〃 アタマ 17．4�
47 サイモンバトラー 牡3鹿 56 田辺 裕信澤田 昭紀氏 矢野 英一 新ひだか 本桐牧場 B462＋12 〃 ハナ 15．0
46 コパノラクラク 牝3鹿 54 宮崎 北斗小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 谷岡牧場 442＋ 41：20．8� 97．2�
814 コーラルティアラ 牝3栗 54 横山 典弘 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 460－ 2 〃 アタマ 3．4�
23 ストームファルコン 牡3栗 56 M．デムーロ K.C．タン氏 水野 貴広 日高 門別 敏朗 472＋ 21：20．9� 4．4�
815 マサノゴールデン 牝3鹿 54 北村 宏司中村 時子氏 木村 哲也 新冠 有限会社 大

作ステーブル 476－181：21．43 31．4�
58 マインレッド 牝3鹿 54 菅原 隆一峰 哲馬氏 小野 次郎 新ひだか 藤吉牧場 436＋ 81：23．1大差 451．2�
611 アイアンカレン 牝3栗 54 丹内 祐次池上 一馬氏 青木 孝文 新ひだか グローリーファーム 408＋ 21：23．73� 271．9�
713 サンテンプル 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎 	加藤ステーブル 伊藤 伸一 むかわ 真壁 信一 418－ 61：26．2大差 389．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，405，700円 複勝： 61，765，600円 枠連： 15，271，200円
馬連： 72，304，700円 馬単： 30，194，400円 ワイド： 62，367，800円
3連複： 112，560，600円 3連単： 120，363，200円 計： 509，233，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 290円 � 280円 � 390円 枠 連（1－2） 1，120円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，680円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 12，160円 3 連 単 ��� 73，390円

票 数

単勝票数 計 344057 的中 � 29258（5番人気）
複勝票数 計 617656 的中 � 58068（5番人気）� 60042（4番人気）� 38961（6番人気）
枠連票数 計 152712 的中 （1－2） 10549（3番人気）
馬連票数 計 723047 的中 �� 21059（9番人気）
馬単票数 計 301944 的中 �� 4423（17番人気）
ワイド票数 計 623678 的中 �� 17114（9番人気）�� 9439（26番人気）�� 10127（22番人気）
3連複票数 計1125606 的中 ��� 6942（45番人気）
3連単票数 計1203632 的中 ��� 1189（277番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．2―29．8―42．2―54．9―1：07．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．2
3 ・（9，12）（4，10，15）（6，8）－1（11，7，14）（2，5）－3＝13 4 9，12（4，15）（6，10）（1，8）（2，7）（11，5，14）3＝13

勝馬の
紹 介

クリアミッション �
�
父 バトルプラン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．10．5 東京10着

2017．3．18生 牡3鹿 母 エキスカベイター 母母 ラファミーユ 7戦1勝 賞金 7，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンテンプル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月1日まで平地競走に

出走できない。
※出走取消馬 アラマーチャン号（疾病〔左後肢跛行〕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 ダイシンウィット号・ビッグセント号

03002 2月1日 晴 稍重 （2東京1） 第1日 第2競走 ��1，400�3歳新馬
発走10時40分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

816 エヴァジョーネ 牝3黒鹿54 武 豊 �社台レースホース安田 翔伍 千歳 社台ファーム 428 ―1：27．2 8．0�
36 ラブアドベンチャー 牝3鹿 54 横山 典弘�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468 ―1：27．3� 12．9�
11 ヴィエントアスール 牡3青鹿56 C．ルメール�アスール 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 470 ― 〃 クビ 4．2�
611 ムーンダイアローグ 牡3栗 56 F．ミナリク大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 藤原牧場 436 ―1：27．62 20．4�

（独）

59 キアナポラリス 牝3栗 54 柴田 善臣 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 432 ―1：28．23� 67．1	

510 ジャックオレンジ 牡3栗 56
55 ☆野中悠太郎 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 サンバマウン

テンファーム 482 ― 〃 アタマ 37．6

47 ワ ン チ ー ム 牡3栗 56

54 △木幡 育也鈴木 伸昭氏 清水 英克 厚真 阿部 栄乃進 458 ―1：28．41� 78．7�
713 マテンロウヴァモス 牡3青鹿56 O．マーフィー 寺田千代乃氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 512 ―1：28．61� 1．6�

（英）

23 エメラルディ 牝3黒鹿54 横山 和生 �YGGホースクラブ 勢司 和浩 新ひだか 米田牧場 484 ―1：29．77 16．2
612 ウインオーサム 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 中舘 英二 新冠 コスモヴューファーム 462 ― 〃 クビ 105．2�
815 ジニービーチ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 増本牧場 480 ― 〃 ハナ 153．6�
24 ベルダリーター 牝3栗 54 嘉藤 貴行桜井 忠隆氏 水野 貴広 苫小牧 藤澤 昭勝 466 ―1：30．44 79．8�
48 サンディロン 牝3青鹿54 田中 勝春 �加藤ステーブル 宗像 義忠 浦河 上山牧場 426 ―1：30．5クビ 163．9�
714 ツウカイヴィータ 牝3栗 54 石川裕紀人木村 直樹氏 高橋 裕 新ひだか 萩澤 泰博 B454 ―1：30．81� 108．7�
35 マリノエヴァ 牝3栗 54 菅原 隆一�クラウン 的場 均 日高 クラウン日高牧場 426 ―1：31．54 325．1�
12 エクセルチェイサー 牡3鹿 56 村田 一誠谷川 正純氏 天間 昭一 青森 荒谷牧場 486 ―1：34．7大差 274．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，505，500円 複勝： 59，234，800円 枠連： 12，085，900円
馬連： 49，052，600円 馬単： 27，955，400円 ワイド： 39，496，800円
3連複： 67，451，100円 3連単： 97，286，900円 計： 387，069，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 330円 � 320円 � 210円 枠 連（3－8） 3，380円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 8，180円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 620円 �� 690円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 31，670円

票 数

単勝票数 計 345055 的中 � 34282（3番人気）
複勝票数 計 592348 的中 � 43530（4番人気）� 45235（3番人気）� 82199（2番人気）
枠連票数 計 120859 的中 （3－8） 2770（12番人気）
馬連票数 計 490526 的中 �� 9873（11番人気）
馬単票数 計 279554 的中 �� 2561（20番人気）
ワイド票数 計 394968 的中 �� 9587（12番人気）�� 16563（6番人気）�� 14794（7番人気）
3連複票数 計 674511 的中 ��� 11328（11番人気）
3連単票数 計 972869 的中 ��� 2227（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．5―49．3―1：01．9―1：14．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エヴァジョーネ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2017．5．9生 牝3黒鹿 母 ギミーシェルター 母母 オークツリー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ジャックオレンジ号の騎手野中悠太郎は，最後の直線コースでの御法（不適切な鞭の使用により外側に逃避された）につい

て過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エクセルチェイサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2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19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）19頭 アイドルヲサガセ号・アラーラム号・ヴォロンティエ号・グラスエメラルダ号・サーブルルミエール号・ジネン号・

ジュンハルト号・スズカワッペン号・デルマシルバー号・ニシノリーチキング号・ノアエリザベス号・
ハピネスサンダー号・ハリスン号・ハロータイム号・ポッシビリテ号・マリノコジーン号・ミニマムーン号・
ヤマタケヴォイス号・ラインサラマンダー号

※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。

第１回 東京競馬 第１日



03003 2月1日 晴 稍重 （2東京1） 第1日 第3競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

612 シゲルミカヅキ 牡3鹿 56 C．ルメール 森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 中神牧場 452＋ 41：39．5 3．1�
48 ハイエストエンド 牡3栗 56 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 500－ 61：39．6� 6．4�
816 ク ロ ッ チ �3黒鹿56 丹内 祐次 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 458－12 〃 クビ 90．1�
24 ハットルヴァン 牡3黒鹿56 大野 拓弥服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 496－ 61：39．91� 8．4�
714 リンガスウォリアー 牡3栗 56 石川裕紀人伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 476＋101：40．0クビ 45．0�
11 キ ン ブ レ ル 牡3鹿 56 武 豊 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B466± 0 〃 クビ 7．0	
47 ベルウッドヨウサン �3鹿 56 北村 宏司鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム B476－201：40．1� 69．9

510 ワンモアエフォート 牡3栗 56 横山 和生内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 490＋ 61：40．2� 10．9�
59 リュードマン 牡3黒鹿56 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 青森 風ノ丘ファーム B470＋ 21：40．3� 20．9�
36 アナザーチャンス 牡3栗 56 江田 照男岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド B452＋ 8 〃 クビ 104．3
35 グラスディアブロ 牡3鹿 56 F．ミナリク半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 460－ 41：40．62 41．6�

（独）

815 トーセンスプリント 牡3黒鹿56 柴田 善臣島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ
スティファーム 472－ 21：40．81� 64．0�

611 セイプレシャス 牝3鹿 54
53 ☆菊沢 一樹金田 成基氏 浅野洋一郎 新冠 アサヒ牧場 420－ 21：41．11� 289．1�

713 リュウノチョッパー 牡3栗 56 松岡 正海蓑島 竜一氏 伊藤 伸一 浦河 大北牧場 460－ 81：41．31� 23．2�
23 フ ジ コ ウ キ 牡3芦 56

55 ☆野中悠太郎荒木 誠氏 高市 圭二 新ひだか 岡田牧場 464± 01：41．51� 112．8�
12 オプティマス 牡3栗 56 O．マーフィー �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 478＋ 41：41．82 4．4�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，540，100円 複勝： 62，524，700円 枠連： 17，695，200円
馬連： 63，037，500円 馬単： 27，685，200円 ワイド： 55，651，500円
3連複： 93，724，500円 3連単： 100，470，100円 計： 457，328，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 190円 � 1，450円 枠 連（4－6） 1，010円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 390円 �� 5，090円 �� 5，920円

3 連 複 ��� 27，570円 3 連 単 ��� 111，030円

票 数

単勝票数 計 365401 的中 � 93233（1番人気）
複勝票数 計 625247 的中 � 141658（1番人気）� 90225（2番人気）� 7510（13番人気）
枠連票数 計 176952 的中 （4－6） 13568（3番人気）
馬連票数 計 630375 的中 �� 51626（1番人気）
馬単票数 計 276852 的中 �� 12309（1番人気）
ワイド票数 計 556515 的中 �� 40944（1番人気）�� 2629（47番人気）�� 2257（53番人気）
3連複票数 計 937245 的中 ��� 2549（80番人気）
3連単票数 計1004701 的中 ��� 656（326番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．5―13．2―12．9―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．3―47．8―1：01．0―1：13．9―1：26．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルミカヅキ �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 King’s Best デビュー 2019．8．10 新潟2着

2017．3．12生 牡3鹿 母 オウケンクイーン 母母 カ ド ル ー パ 6戦1勝 賞金 11，400，000円
〔制裁〕 ベルウッドヨウサン号の騎手北村宏司は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番）
※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 バランスロック号・ボントンルレ号
※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。

03004 2月1日 晴 稍重 （2東京1） 第1日 第4競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走11時40分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

79 ロンゴノット 牡3青 56 武 豊ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486－ 21：37．4 2．7�

810 ラブリーエンジェル 牝3栗 54 武藤 雅長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 432± 01：37．72 19．9�
22 タイセイポリシー 牡3黒鹿56 内田 博幸田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 上野 正恵 B488＋ 61：38．02 17．6�
67 ニシノレオニダス 牡3黒鹿56 松岡 正海西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 514＋ 6 〃 ハナ 14．4�
78 ケンシンコウ 牡3鹿 56 丸山 元気天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 472－ 21：38．1� 12．7�
44 フリーフロー 牡3栗 56 大野 拓弥里見美惠子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 478－ 61：38．2� 18．7�
11 サンライズラポール 牡3栗 56 C．ルメール 松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 496± 01：38．51� 2．2	
66 ジ ャ ッ ジ 牡3鹿 56 北村 宏司田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 488＋ 8 〃 ハナ 13．8

33 ケイツーキナ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也楠本 勝美氏 大江原 哲 新冠 樋渡 志尚 466＋ 21：39．13� 184．2�
811 エ ウ ロ パ 牝3栗 54 木幡 巧也 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 464＋101：39．73� 28．1
55 	 アジュバント 牡3鹿 56 吉田 豊伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 454± 01：40．65 58．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 41，210，500円 複勝： 46，869，700円 枠連： 15，558，800円
馬連： 69，244，200円 馬単： 38，602，300円 ワイド： 55，641，900円
3連複： 95，421，300円 3連単： 150，967，200円 計： 513，515，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 400円 � 380円 枠 連（7－8） 1，200円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 710円 �� 560円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 23，260円

票 数

単勝票数 計 412105 的中 � 121907（2番人気）
複勝票数 計 468697 的中 � 107422（2番人気）� 25508（8番人気）� 26705（7番人気）
枠連票数 計 155588 的中 （7－8） 9984（4番人気）
馬連票数 計 692442 的中 �� 25561（10番人気）
馬単票数 計 386023 的中 �� 10564（11番人気）
ワイド票数 計 556419 的中 �� 20388（10番人気）�� 26726（3番人気）�� 5023（30番人気）
3連複票数 計 954213 的中 ��� 11843（25番人気）
3連単票数 計1509672 的中 ��� 4705（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．9―48．0―1：00．2―1：12．4―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロンゴノット �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Gone West デビュー 2019．9．21 中山1着

2017．4．11生 牡3青 母 ブ リ ク セ ン 母母 Danish 3戦2勝 賞金 14，300，000円
〔制裁〕 ニシノレオニダス号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



03005 2月1日 晴 良 （2東京1） 第1日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

714 ラキャラントシス 牝3栗 54 津村 明秀�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 480－ 21：36．5 14．8�
48 スピードオブラブ 牝3鹿 54 北村 宏司石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 436－ 21：36．6� 5．1�
815 ロジアイリッシュ 牝3鹿 54 C．ルメール 久米田正平氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 494－ 61：36．81 8．8�
23 タイキスウォード 牡3栗 56 O．マーフィー �大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 450± 01：36．9� 2．0�

（英）

47 オメガエリタージュ 牡3青鹿56 武 豊原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 ハナ 5．9	
12 トランペットシェル 牡3芦 56 柴田 善臣谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 494－ 41：37．0� 19．9

713 ボウイッシュ 牝3鹿 54 武藤 雅山岡 重行氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 430－ 81：37．32 23．4�
35 レリスタット 牝3青鹿54 石橋 脩�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 442＋ 2 〃 クビ 52．0�
36 コ コ ニ ア ル 牝3栗 54 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 8 〃 アタマ 54．9
611 カミノホウオー 牡3黒鹿 56

55 ☆野中悠太郎村上 正喜氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 510＋141：37．62 90．7�
59 リネンミッション 牝3鹿 54 丹内 祐次戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 三木田牧場 412－14 〃 クビ 303．9�
816 デルマアメジスト 牝3黒鹿54 江田 照男浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 448－ 81：37．7� 397．5�
510 エフティクルーク 牡3青鹿56 伊藤 工真吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 458－ 61：37．8� 15．1�
11 ワイルドブリット 牡3黒鹿56 井上 敏樹田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 増本牧場 450＋ 81：38．65 529．9�
612 サンバーバンク 牝3栗 54

52 △木幡 育也 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 新ひだか 岡田 猛 418± 0 〃 クビ 508．7�
24 ジャジャウマ 牝3青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹新井原 博氏 深山 雅史 新冠 川上牧場 420＋121：39．02� 250．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，351，100円 複勝： 77，201，100円 枠連： 22，188，300円
馬連： 82，912，300円 馬単： 40，106，000円 ワイド： 65，787，200円
3連複： 119，166，700円 3連単： 153，089，000円 計： 609，801，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 340円 � 190円 � 260円 枠 連（4－7） 1，080円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 10，020円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，690円 �� 710円

3 連 複 ��� 10，270円 3 連 単 ��� 87，390円

票 数

単勝票数 計 493511 的中 � 26667（5番人気）
複勝票数 計 772011 的中 � 52187（6番人気）� 117175（2番人気）� 76065（4番人気）
枠連票数 計 221883 的中 （4－7） 15917（3番人気）
馬連票数 計 829123 的中 �� 16202（12番人気）
馬単票数 計 401060 的中 �� 3000（30番人気）
ワイド票数 計 657872 的中 �� 16350（12番人気）�� 9702（17番人気）�� 24783（8番人気）
3連複票数 計1191667 的中 ��� 8695（31番人気）
3連単票数 計1530890 的中 ��� 1270（232番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―36．2―48．9―1：01．8―1：13．7―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラキャラントシス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2019．10．27 東京6着

2017．3．26生 牝3栗 母 スプレンダー 母母 ブロードチョイス 3戦1勝 賞金 5，870，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 コスモシークレット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03006 2月1日 晴 良 （2東京1） 第1日 第6競走 ��2，400�3歳未勝利
発走13時00分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

55 ダノングロワール 牡3栗 56 O．マーフィー �ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488－ 42：26．5 2．2�
（英）

22 リ ス ペ ク ト 牡3鹿 56 C．ルメール 石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 468＋ 62：27．24 3．4�
79 ホウオウハルカス 牡3黒鹿56 松岡 正海小笹 芳央氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 470－ 62：27．73 3．6�
56 ブレーナード 牡3鹿 56 F．ミナリク吉田 勝己氏 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 434－ 22：28．01� 17．9�

（独）

33 セイウンノワール 牝3黒鹿54 田中 勝春西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 守矢牧場 510± 02：28．95 28．3�
44 インディードシチー 牡3栗 56 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 下河辺牧場 502＋102：29．21� 176．9	
11 トロピカルビーチ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 22：29．52 37．3

67 カガジャスティス 牡3鹿 56 岩部 純二香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 512－ 22：29．6クビ 32．0�
811 エアリアルシティー 牡3栗 56 江田 照男�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 472－ 82：29．7� 115．8
710 クリノファイヤー 牝3栗 54 柴田 善臣栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 462± 02：30．33� 47．4�
812 フィジーマジック 牡3鹿 56

54 △木幡 育也 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 438＋ 42：30．62 289．4�
68 ワイルドフレーズ 牡3青鹿56 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 476＋ 42：31．13 20．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 44，002，200円 複勝： 55，724，600円 枠連： 15，184，400円
馬連： 68，744，000円 馬単： 39，095，500円 ワイド： 49，897，200円
3連複： 98，206，400円 3連単： 155，130，400円 計： 525，984，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（2－5） 440円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 200円 �� 180円 �� 260円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 1，750円

票 数

単勝票数 計 440022 的中 � 158642（1番人気）
複勝票数 計 557246 的中 � 195053（1番人気）� 94561（3番人気）� 96348（2番人気）
枠連票数 計 151844 的中 （2－5） 26332（2番人気）
馬連票数 計 687440 的中 �� 119274（2番人気）
馬単票数 計 390955 的中 �� 36107（3番人気）
ワイド票数 計 498972 的中 �� 65834（2番人気）�� 77647（1番人気）�� 42597（3番人気）
3連複票数 計 982064 的中 ��� 206389（1番人気）
3連単票数 計1551304 的中 ��� 63958（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．7―12．5―12．5―13．0―12．8―12．5―12．2―11．4―11．0―11．4

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―24．5―37．2―49．7―1：02．2―1：15．2―1：28．0―1：40．5―1：52．7―2：04．1―2：15．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F33．8
1
3
5（7，10）2（1，6，9）3（4，12）8＝11
5，10（2，7）（6，9）（1，4，3）－12，8，11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノングロワール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sightseeing デビュー 2019．10．6 東京4着

2017．2．2生 牡3栗 母 ソーメニーウェイズ 母母 Happy Scene 3戦1勝 賞金 6，950，000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。



03007 2月1日 晴 稍重 （2東京1） 第1日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 シセイタケル 牡5栗 57 O．マーフィー 猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 472＋ 21：24．9 3．3�
（英）

510 ポップアップスター 牡6青鹿57 C．ルメール �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 534＋141：25．11 3．6�
23 クワトロダッシュ 牡5栗 57 木幡 巧也ザ・チャンピオンズ 牧 光二 日高 チャンピオン

ズファーム 490± 01：25．2� 29．7�
611 ディナミーデン 牡5芦 57 田辺 裕信ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 480－ 41：25．3� 7．7�
816 フジノタカネ 牡4芦 57 武 豊星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B520－ 41：25．4� 6．8	
713� ハ ル メ キ 牝5黒鹿 55

53 △木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新冠 三村 卓也 454＋ 21：25．5� 5．6


24 チ ャ ン ダ ナ 牝4芦 55 津村 明秀�ターフ・スポート粕谷 昌央 日高 ナカノファーム 474－ 21：25．6� 125．4�
815� ラブインブルーム 牝4青鹿 55

54 ☆菊沢 一樹�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 416－341：26．13 173．3�

47 ロードシュタルク 牡4栗 57 武藤 雅 �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 448＋ 81：26．41� 59．3
612� テ キ ー ラ 牡4栗 57 横山 和生芹澤 精一氏 勢司 和浩 安平 追分ファーム 538＋15 〃 ハナ 213．1�
36 ヤマチョウヴォイス 牡4黒鹿57 石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 458＋ 61：26．5� 203．3�
35 � ストームウォリアー 	4黒鹿57 北村 宏司伊東 純一氏 中川 公成 新ひだか 元道牧場 488－ 51：26．81� 31．5�
48 � ライクトゥシャイン 牡4栗 57 大野 拓弥 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 440－ 61：27．01� 37．1�
714 マノアフォールズ 牡4鹿 57 松岡 正海吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B470＋101：27．42� 16．1�
11 ジュンノサップ 牡4鹿 57 内田 博幸河合 純二氏 畠山 吉宏 日高 日高大洋牧場 484－ 41：27．61
 40．7�
59 � クリーンガーベラ 牝4黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 浦河 高昭牧場 456－141：27．81
 345．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，931，900円 複勝： 67，855，500円 枠連： 20，074，000円
馬連： 83，404，100円 馬単： 37，795，300円 ワイド： 64，384，500円
3連複： 113，490，100円 3連単： 134，722，900円 計： 564，658，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 170円 � 580円 枠 連（1－5） 640円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，380円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 15，040円

票 数

単勝票数 計 429319 的中 � 103947（1番人気）
複勝票数 計 678555 的中 � 146422（1番人気）� 116650（2番人気）� 20748（8番人気）
枠連票数 計 200740 的中 （1－5） 23999（2番人気）
馬連票数 計 834041 的中 �� 89153（1番人気）
馬単票数 計 377953 的中 �� 19808（1番人気）
ワイド票数 計 643845 的中 �� 68671（1番人気）�� 10917（14番人気）�� 11148（13番人気）
3連複票数 計1134901 的中 ��� 19401（12番人気）
3連単票数 計1347229 的中 ��� 6492（44番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シセイタケル �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．12．16 中山3着

2015．4．21生 牡5栗 母 シセイヒミコ 母母 シーヴィーナス 18戦2勝 賞金 28，250，000円
※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。
（非抽選馬） 8頭 ウエスタンマリーヤ号・オープンザウェイ号・クリスエステソーロ号・ジョガールボニート号・スズノウメ号・

ファイナルマズル号・マイネルレンカ号・ロジギムレット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03008 2月1日 晴 稍重 （2東京1） 第1日 第8競走 ��
��2，100�4歳以上2勝クラス

発走14時00分 （1000万円以下） （ダート・左）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

815 アイファーキングズ 牡4黒鹿56 O．マーフィー 中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 490－ 22：11．3 2．3�
（英）

47 ヴォウジラール 牡5鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 530± 0 〃 ハナ 4．2�
48 サクラアリュール 牡5栗 57 北村 宏司�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B470－ 22：11．61	 5．0�
59 ヴィジョンオブラヴ 牡5青鹿57 M．デムーロ大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 502＋ 62：12．34 15．9�
36 トモノコテツ 牡5鹿 57 武 豊共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 B474－ 22：12．62 13．2	
35 スピンドクター 
5黒鹿57 F．ミナリクゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B456－18 〃 クビ 15．7

（独）

713 インザバブル 牡7鹿 57 木幡 巧也�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506－ 4 〃 ハナ 74．8�

612 フーズサイド 牡4黒鹿56 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 490＋ 22：12．8� 43．6�
12 ゴールデンライオン 牡4鹿 56 内田 博幸石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 488－ 62：12．9	 102．6
23 アルデエンブレム 牡4栗 56 宮崎 北斗中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 478－ 42：13．11� 47．4�
714 シティーオブスター 牡4黒鹿56 津村 明秀吉田 和美氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 508－ 42：13．31	 16．0�
510 シンアンドケン 牡5鹿 57

56 ☆野中悠太郎 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 486－ 2 〃 クビ 44．6�
11 � ラムセスバローズ 牡5栗 57 丸山 元気猪熊 広次氏 木村 哲也 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B508＋ 22：13．4クビ 62．2�
816 ネ コ マ ヒ カ 牡5栗 57 石川裕紀人節 英司氏 山内 研二 新ひだか 原 弘之 524－ 82：13．61� 151．5�
611 シゲルポインター 牡6鹿 57

55 △木幡 育也森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 480± 02：13．81	 132．7�
24  ア リ ス カ ン 牡6黒鹿57 嘉藤 貴行髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 528＋182：14．22	 72．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，857，300円 複勝： 71，358，400円 枠連： 26，944，900円
馬連： 97，189，100円 馬単： 44，198，700円 ワイド： 74，170，100円
3連複： 143，904，500円 3連単： 174，051，900円 計： 679，674，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（4－8） 250円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 270円 �� 210円 �� 470円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，840円

票 数

単勝票数 計 478573 的中 � 160234（1番人気）
複勝票数 計 713584 的中 � 196206（1番人気）� 109827（3番人気）� 124636（2番人気）
枠連票数 計 269449 的中 （4－8） 82883（1番人気）
馬連票数 計 971891 的中 �� 127864（2番人気）
馬単票数 計 441987 的中 �� 34358（2番人気）
ワイド票数 計 741701 的中 �� 69250（2番人気）�� 104015（1番人気）�� 34693（3番人気）
3連複票数 計1439045 的中 ��� 124029（1番人気）
3連単票数 計1740519 的中 ��� 44422（2番人気）

ハロンタイム 6．9―11．6―12．5―12．8―12．9―13．0―12．8―12．4―12．2―11．9―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．9―18．5―31．0―43．8―56．7―1：09．7―1：22．5―1：34．9―1：47．1―1：59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アイファーキングズ �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2019．3．9 阪神2着

2016．4．3生 牡4黒鹿 母 アイファーペガサス 母母 アストライアー 12戦3勝 賞金 46，769，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウインプラウド号・オワゾードール号
※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。



03009 2月1日 晴 稍重 （2東京1） 第1日 第9競走 ��
��1，400�

ぎんてい

銀蹄ステークス
発走14時35分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

48 ロードグラディオ 牡4黒鹿57 C．ルメール �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 486± 01：23．5 10．1�
815 エ テ ル ニ テ 牝5青鹿55 柴田 善臣青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 492－101：23．71� 31．8�
47 バーンフライ 牡5黒鹿57 野中悠太郎�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 81：23．8	 97．7�
714
 サザンヴィグラス 牡5鹿 57 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 498＋ 2 〃 クビ 7．2�
510 ゴールドラグーン 牡4栗 57 横山 典弘吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 490－101：24．01� 8．2�
11 マイウェイアムール 牝5青鹿55 内田 博幸田畑 利彦氏 林 徹 日高 モリナガファーム B484－ 4 〃 アタマ 51．0	
59 メイショウミライ 牡5栗 57 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 484－ 8 〃 ハナ 5．6

612 ナンヨーイザヨイ 牡4黒鹿57 石橋 脩中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468－ 41：24．1� 11．2�
36 パイルーチェ 牝6栗 55 横山 和生西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B488＋ 4 〃 ハナ 22．5�
23 ハルクンノテソーロ 牡6黒鹿57 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 476± 01：24．41� 20．7
12 ラ レ ー タ 牡6栗 57 F．ミナリク�G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 61：24．71� 13．7�
（独）

35 コウエイアンカ �5鹿 57 田中 勝春伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 480＋121：24．8クビ 27．0�
713 マイネルバールマン 牡6芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新ひだか 藤沢牧場 546－ 41：25．65 188．5�
611 カ タ ナ 牡5鹿 57 松岡 正海椎名 節氏 上原 博之 新冠 松浦牧場 512＋10 〃 ハナ 51．1�
24 ペイシャネガノ 牝4栗 55 M．デムーロ北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 友田牧場 462－ 21：25．81� 3．0�
816 ゲ キ リ ン 牡6栗 57 北村 宏司市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 484＋ 21：26．01� 155．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，760，300円 複勝： 93，090，900円 枠連： 33，114，200円
馬連： 139，881，500円 馬単： 52，202，800円 ワイド： 102，546，200円
3連複： 205，151，000円 3連単： 223，644，200円 計： 907，391，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 350円 � 900円 � 2，260円 枠 連（4－8） 12，710円

馬 連 �� 15，350円 馬 単 �� 22，090円

ワ イ ド �� 4，280円 �� 10，660円 �� 20，960円

3 連 複 ��� 220，110円 3 連 単 ��� 876，440円

票 数

単勝票数 計 577603 的中 � 45315（5番人気）
複勝票数 計 930909 的中 � 78116（4番人気）� 26509（11番人気）� 9979（14番人気）
枠連票数 計 331142 的中 （4－8） 2019（29番人気）
馬連票数 計1398815 的中 �� 7058（50番人気）
馬単票数 計 522028 的中 �� 1772（79番人気）
ワイド票数 計1025462 的中 �� 6239（48番人気）�� 2478（78番人気）�� 1256（98番人気）
3連複票数 計2051510 的中 ��� 699（331番人気）
3連単票数 計2236442 的中 ��� 185（1607番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．6―46．6―58．8―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードグラディオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．10．28 京都2着

2016．2．10生 牡4黒鹿 母 シンメイフジ 母母 レディミューズ 10戦4勝 賞金 52，889，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。
（非当選馬）13頭 ヴァイトブリック号・ヴォーガ号・エターナルフレイム号・カレンガリアード号・スナークライデン号・

スピリットワンベル号・セイウンクールガイ号・タイセイプレシャス号・デターミネーション号・
デンバーテソーロ号・ハーグリーブス号・ベルエスメラルダ号・レッドルゼル号

※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。

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

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，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

89 ラウダシオン 牡3鹿 56 武 豊 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490± 01：21．2 5．5�

77 ハーモニーマゼラン 牡3鹿 56 大野 拓弥日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 510－ 41：21．52 16．3�
11 ゼンノジャスタ 牡3黒鹿56 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 468－ 81：21．71	 9．5�
810 アブソルティスモ 牡3黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：21．8
 2．0�
44 シャドウブロッサム 牝3鹿 54 M．デムーロ飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 446± 0 〃 アタマ 19．7�
78 アルムブラスト 牡3鹿 56 O．マーフィー �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 518＋101：22．11� 4．0	

（英）

22 ヴ ァ ル ナ 牡3黒鹿56 横山 典弘野嶋 祥二氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 476－ 21：22．31	 14．4

66 セイウンパワフル 牡3鹿 56 F．ミナリク西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 478± 01：22．4� 69．0�

（独）

55 コスモリモーネ 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 498± 01：22．71� 182．8�
33 � プリンスチャーム 牡3鹿 56 田辺 裕信ゴドルフィン 栗田 徹 英 Aston Mul-

lins Stud 448＋ 21：22．91	 29．5
（10頭）

売 得 金
単勝： 94，264，900円 複勝： 111，022，300円 枠連： 26，606，000円
馬連： 155，680，400円 馬単： 81，040，000円 ワイド： 105，208，700円
3連複： 206，936，700円 3連単： 382，069，500円 計： 1，162，828，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 240円 � 370円 � 270円 枠 連（7－8） 210円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 6，070円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 610円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 6，270円 3 連 単 ��� 33，980円

票 数

単勝票数 計 942649 的中 � 135278（3番人気）
複勝票数 計1110223 的中 � 131961（3番人気）� 72883（6番人気）� 109128（4番人気）
枠連票数 計 266060 的中 （7－8） 94824（1番人気）
馬連票数 計1556804 的中 �� 32124（13番人気）
馬単票数 計 810400 的中 �� 10013（21番人気）
ワイド票数 計1052087 的中 �� 24466（14番人気）�� 46157（6番人気）�� 24795（12番人気）
3連複票数 計2069367 的中 ��� 24748（21番人気）
3連単票数 計3820695 的中 ��� 8151（106番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．4―47．7―59．0―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．5
3 9，8，2，7（1，6）（5，10）3－4 4 9（2，8）7，1，6（5，10）（3，4）

勝馬の
紹 介

ラウダシオン �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2019．6．22 阪神1着

2017．2．2生 牡3鹿 母 アンティフォナ 母母 Snatched 5戦3勝 賞金 51，347，000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。



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

し ら ふ じ

白富士ステークス（Ｌ）
発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

58 インビジブルレイズ 牡6鹿 56 O．マーフィー �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 462－ 61：59．1 17．1�
（英）

712 マイネルサーパス 牡4黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 21：59．2	 30．8�

69 レッドガラン 牡5鹿 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 514＋ 4 〃 クビ 11．9�
45 ゴーフォザサミット 牡5黒鹿57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 508＋ 8 〃 アタマ 6．7�
814 アイスストーム 牡5鹿 56 武 豊ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524－ 61：59．4	 7．2	
57 サトノワルキューレ 牝5鹿 55 石川裕紀人 �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 462＋ 21：59．5	 55．8

22 ダイワキャグニー 牡6黒鹿58 内田 博幸大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B508± 01：59．71 3．4�
610 ミライヘノツバサ 牡7芦 56 木幡 巧也三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 500＋ 2 〃 クビ 265．8�
711 フ ラ ン ツ 牡5鹿 56 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：59．8クビ 3．5
11 ロードヴァンドール 牡7栗 57 横山 和生 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B506－ 21：59．9
 41．0�
34 ドミナートゥス 牡5黒鹿56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 488＋12 〃 ハナ 15．6�
46 マイネルハニー 牡7鹿 58 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 浦河 高昭牧場 484＋ 22：00．0	 31．3�
33 カ ヴ ァ ル 牡5青鹿56 津村 明秀 �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 506± 0 〃 クビ 13．8�
813 エ ン ジ ニ ア 牡7鹿 56 田辺 裕信髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 486＋ 42：00．1
 126．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 140，835，800円 複勝： 210，375，700円 枠連： 68，823，300円
馬連： 404，543，000円 馬単： 147，843，000円 ワイド： 249，470，200円
3連複： 605，894，500円 3連単： 781，897，900円 計： 2，609，683，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 510円 � 740円 � 370円 枠 連（5－7） 2，030円

馬 連 �� 25，430円 馬 単 �� 51，690円

ワ イ ド �� 5，760円 �� 1，880円 �� 4，980円

3 連 複 ��� 70，040円 3 連 単 ��� 418，050円

票 数

単勝票数 計1408358 的中 � 65761（8番人気）
複勝票数 計2103757 的中 � 108898（8番人気）� 70607（10番人気）� 158942（6番人気）
枠連票数 計 688233 的中 （5－7） 26236（9番人気）
馬連票数 計4045430 的中 �� 12328（53番人気）
馬単票数 計1478430 的中 �� 2145（104番人気）
ワイド票数 計2494702 的中 �� 11068（54番人気）�� 34797（25番人気）�� 12832（47番人気）
3連複票数 計6058945 的中 ��� 6488（155番人気）
3連単票数 計7818979 的中 ��� 1356（878番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．5―12．2―12．4―12．5―12．2―11．7―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．1―47．3―59．7―1：12．2―1：24．4―1：36．1―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

インビジブルレイズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．1．22 中京3着

2014．4．28生 牡6鹿 母 クレバースプリント 母母 スギノプリンセス 20戦6勝 賞金 104，637，000円
〔制裁〕 ゴーフォザサミット号の騎手北村宏司は，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100，000円。（被害馬：14

番・11番）
※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 アンコールプリュ号・サトノフェイバー号・トリコロールブルー号・ブレスジャーニー号・プロディガルサン号
※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。

03012 2月1日 晴 良 （2東京1） 第1日 第12競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走16時25分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

35 ドナアトラエンテ 牝4黒鹿54 O．マーフィー �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 448＋101：47．2 2．3�
（英）

47 ミ ト ロ ジ ー 牡4栗 56 丸山 元気 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：47．51� 7．7�
610 マイネルミュトス 牡4青 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 2 〃 クビ 20．9�
814 キタサンバルカン 牡4鹿 56 北村 宏司�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 440＋121：47．71	 5．2�
713 カナロアガール 牝4鹿 54 田辺 裕信広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 468－ 2 〃 クビ 13．2	
23 レ ロ ー ヴ 牝6鹿 55 横山 和生今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 510＋ 41：47．8クビ 307．8

58 イ サ ク 牡4青鹿56 津村 明秀ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 21：47．9
 5．9�
815 スズカノロッソ 牡5鹿 57

56 ☆野中悠太郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 494＋ 6 〃 クビ 50．1�
46 シトラスクーラー �7鹿 57 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 458－ 41：48．0
 24．4
611� コスモアイトーン 牡4黒鹿56 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 41：48．63
 349．5�
34 グレンフィナン �5鹿 57 F．ミナリク�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B488＋101：48．7
 25．9�

（独）

712� リーゼントシャルフ 牡6鹿 57 松岡 正海三浦 大輔氏 林 徹 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 クビ 295．2�
59 � オールステリーナ 牝5黒鹿55 武藤 雅宮田 守氏 松山 将樹 日高 前野牧場 464－341：48．91
 99．4�
22 アイスブラスト 牡4鹿 56 吉田 豊 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 490± 01：49．0
 14．5�
11 コスモミローディア 牡4黒鹿56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 460＋ 81：49．74 43．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 98，486，400円 複勝： 125，363，000円 枠連： 42，533，200円
馬連： 199，210，500円 馬単： 95，336，600円 ワイド： 148，356，200円
3連複： 289，116，700円 3連単： 412，935，500円 計： 1，411，338，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 270円 � 360円 枠 連（3－4） 760円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 510円 �� 800円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 19，800円

票 数

単勝票数 計 984864 的中 � 336846（1番人気）
複勝票数 計1253630 的中 � 305379（1番人気）� 105922（5番人気）� 72300（6番人気）
枠連票数 計 425332 的中 （3－4） 43319（3番人気）
馬連票数 計1992105 的中 �� 121990（3番人気）
馬単票数 計 953366 的中 �� 39693（4番人気）
ワイド票数 計1483562 的中 �� 79457（3番人気）�� 47195（9番人気）�� 21775（21番人気）
3連複票数 計2891167 的中 ��� 36846（17番人気）
3連単票数 計4129355 的中 ��� 15117（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．7―47．8―1：00．3―1：12．9―1：24．5―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

ドナアトラエンテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini デビュー 2018．8．5 新潟1着

2016．1．24生 牝4黒鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady 5戦2勝 賞金 23，672，000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。



（2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
稍重

競走回数 12回 出走頭数 173頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

235，290，000円
5，620，000円
31，580，000円
1，280，000円
28，400，000円
73，794，000円
4，757，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
722，151，700円
1，042，386，300円
316，079，400円
1，485，203，900円
662，055，200円
1，072，978，300円
2，151，024，100円
2，886，628，700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 10，338，507，600円

総入場人員 24，467名 （有料入場人員 23，283名）
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