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03025 2月6日 晴 良 （3東京1） 第3日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

牝；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
1：21．5
1：20．3

重
不良

612 スズカビーチ 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 脩斗永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B472± 01：26．6 6．8�

48 アイアゲート 牝3鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：26．91� 4．7�
611 ボ レ ロ 牝3鹿 54 三浦 皇成�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 458－121：27．22 5．7�
36 エーアイダンサー 牝3鹿 54 丸山 元気岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 440－ 61：27．51� 10．5�
714 エコロマリン 牝3黒鹿54 横山 武史原村 正紀氏 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 01：27．6� 30．2�
24 ビービーラノビア 牝3鹿 54 大野 拓弥�坂東牧場 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 432＋ 6 〃 ハナ 54．7	
816 サンランシング 牝3青鹿54 北村 宏司 
加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ 472± 01：27．81� 80．9�
23 ア デ ウ ス 牝3鹿 54 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 448＋ 21：27．9� 85．7�
11 グルナピーク 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 浦河 市川牧場 438＋ 21：28．21� 4．8
510 コトブキアリエス 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介尾上 松壽氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 446＋261：28．52 76．0�
713 カ ー ド 牝3黒鹿54 江田 照男井高 義光氏 清水 英克 新冠 アラキフアーム B456± 01：28．82 3．3�
59 ウンジョウノメガミ 牝3鹿 54 木幡 巧也鈴木 正浩氏 伊藤 大士 日高 タバタファーム 456－ 4 〃 ハナ 57．9�
47 スクリーニング 牝3栗 54 野中悠太郎島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 450－ 61：29．11� 179．7�
815 レジーナピアノ 牝3鹿 54 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 浦河 赤田牧場 470－181：29．41� 258．7�
35 ミカンタルト 牝3黒鹿54 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 浦河 宮内牧場 440＋101：29．5クビ 165．2�
12 シャイニークロレ 牝3鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 真歌田中牧場 B488＋ 2 〃 クビ 338．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，509，200円 複勝： 63，607，400円 枠連： 12，035，300円
馬連： 69，313，500円 馬単： 29，505，000円 ワイド： 59，829，800円
3連複： 110，083，000円 3連単： 116，186，700円 計： 496，069，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 180円 � 190円 枠 連（4－6） 890円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 860円 �� 700円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 24，220円

票 数

単勝票数 計 355092 的中 � 41273（5番人気）
複勝票数 計 636074 的中 � 66483（5番人気）� 94304（3番人気）� 87562（4番人気）
枠連票数 計 120353 的中 （4－6） 10413（4番人気）
馬連票数 計 693135 的中 �� 21820（12番人気）
馬単票数 計 295050 的中 �� 4222（25番人気）
ワイド票数 計 598298 的中 �� 17377（12番人気）�� 21955（11番人気）�� 29808（6番人気）
3連複票数 計1100830 的中 ��� 21309（15番人気）
3連単票数 計1161867 的中 ��� 3477（87番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．5―13．1―12．4―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―36．1―49．2―1：01．6―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカビーチ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．11．28 東京4着

2018．4．11生 牝3黒鹿 母 アイシースズカ 母母 アイシングスズカ 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 カード号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 カード号は，令和3年2月7日から令和3年2月27日まで出走停止。停止期間の満了後に発走調教

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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ユメノシラベ号

03026 2月6日 晴 良 （3東京1） 第3日 第2競走 ��1，300�3歳未勝利
発走10時40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

510 ブーケオブアイリス 牡3黒鹿56 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 492－ 41：19．0 5．9�
48 イルクオーレ 牡3鹿 56 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 504－ 41：19．1� 8．4�
714 レオンベルガー 牡3栗 56 C．ルメール 村木 隆氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：19．52� 1．9�
59 マイブリュージュ 牝3鹿 54 戸崎 圭太小関 昭次氏 池上 昌和 新ひだか 上村 清志 474± 01：19．82 46．1�
12 ノーマロエア 牝3栗 54 北村 宏司�リーヴァ 松永 康利 千歳 社台ファーム 458－ 21：20．01 98．5	
23 シゲルヒラトリ 牡3栗 56 三浦 皇成森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 476－ 21：20．21� 7．8

816 バルネージュ �3芦 56 大野 拓弥手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 B512－ 21：20．51� 6．0�
11 マスケティアーズ 牡3黒鹿56 杉原 誠人加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 470＋ 21：20．6� 141．5�
24 ジェットセッター 牡3鹿 56 M．デムーロ野村 茂雄氏 加藤士津八 新冠 新冠橋本牧場 B460＋ 21：20．91� 25．1
713 ハ テ ン コ ウ 牡3栗 56 吉田 豊村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 シグラップファーム 430－ 21：21．11 134．9�
36 � ブリリアントパーク 牝3鹿 54 江田 照男ゴドルフィン 栗田 徹 英 Laundry Cot-

tage Stud Farm 464± 0 〃 ハナ 29．9�
612 デ ュ ラ ン タ �3鹿 56 嶋田 純次�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム B494＋14 〃 クビ 658．4�
47 サンファボル �3栗 56 柴田 大知ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 472± 01：21．2� 95．9�
35 ミツカネジュピター 牡3鹿 56 内田 博幸小山田 満氏 本間 忍 新ひだか 坂本 健一 498＋ 81：21．41 143．5�
611 サクセスビリーブ 牝3鹿 54 丸田 恭介小林 章氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 482－14 〃 ハナ 136．9�
815 フェスティヴパイカ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 八島 夕起子 448－ 61：23．2大差 542．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，540，000円 複勝： 78，213，800円 枠連： 11，281，800円
馬連： 66，776，800円 馬単： 34，354，300円 ワイド： 63，048，000円
3連複： 102，092，200円 3連単： 129，895，000円 計： 529，201，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 140円 � 180円 � 110円 枠 連（4－5） 2，060円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 700円 �� 270円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 13，600円

票 数

単勝票数 計 435400 的中 � 58379（2番人気）
複勝票数 計 782138 的中 � 124935（2番人気）� 75619（4番人気）� 274560（1番人気）
枠連票数 計 112818 的中 （4－5） 4236（9番人気）
馬連票数 計 667768 的中 �� 22327（10番人気）
馬単票数 計 343543 的中 �� 5466（18番人気）
ワイド票数 計 630480 的中 �� 20347（10番人気）�� 65695（2番人気）�� 48151（4番人気）
3連複票数 計1020922 的中 ��� 52827（4番人気）
3連単票数 計1298950 的中 ��� 6924（45番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．3―12．1―12．3―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．9―29．2―41．3―53．6―1：06．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブーケオブアイリス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．11．28 東京14着

2018．5．4生 牡3黒鹿 母 クイーンアイリス 母母 セニョラージェ 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェスティヴパイカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月6日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カザルス号・キタノドンポートロ号・ナムラトルフィン号・バードハズフロウン号

第１回 東京競馬 第３日



03027 2月6日 晴 良 （3東京1） 第3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

816 オセアダイナスティ 牡3栗 56 C．ルメール IHR 加藤 征弘 新冠 村田牧場 500＋ 61：37．4 3．1�
35 ノ ー リ ス 牡3黒鹿56 津村 明秀榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 524± 01：39．010 2．0�
713 トーセンマルコ 牡3青鹿56 丸田 恭介島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－ 21：39．42� 8．7�
36 アポロスマイル 牝3黒鹿54 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 482± 01：39．5� 8．3�
12 スズノイナズマ 牡3青鹿 56

53 ▲原 優介小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 470＋ 2 〃 クビ 17．2�
510 アレッサンドロ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 456－ 61：39．92� 109．6

23 トドロキゲキジョウ 牡3黒鹿56 江田 照男	GET NEXT 武市 康男 新ひだか 静内フアーム 482－ 61：40．32� 34．5�
612 エ イ ジ 牡3黒鹿56 北村 宏司瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 496＋ 21：40．4� 29．1�
24 グローリアスカムイ 牝3栗 54 木幡 巧也日下部勝德氏 松山 将樹 日高 ノースガーデン 462－ 81：40．71� 60．3
11 レイダンジチ 牡3黒鹿56 杉原 誠人金山 克己氏 斎藤 誠 新ひだか 田上 徹 506－ 41：40．8� 455．7�
611 スピリットノア 牡3芦 56 宮崎 北斗古賀 禎彦氏 田村 康仁 新冠 森永 聡 522＋ 21：41．01 179．7�
815 ゼンダンツバキ 牝3黒鹿54 吉田 豊渡邊 善男氏 勢司 和浩 新冠 カミイスタット 454－ 21：41．53 254．3�
47 マブサンシティー 牡3栗 56 柴田 大知マブレーシング 伊藤 大士 浦河 中村 雅明 B450＋ 4 〃 アタマ 145．0�
59 ウ フ ラ ラ 牡3栗 56 嶋田 純次手嶋 康雄氏 尾形 和幸 新ひだか 佐竹 学 498－ 61：41．6� 104．8�
714 ハ ム レ ボ 牡3鹿 56 内田 博幸伊藤 功一氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 500－ 81：42．02� 22．1�
48 アスキットローラ 牝3栗 54 伊藤 工真中江 隆一氏 和田 雄二 新ひだか 久保 秀雄 426－141：43．17 384．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，073，400円 複勝： 56，286，100円 枠連： 12，910，300円
馬連： 62，233，000円 馬単： 30，400，700円 ワイド： 53，336，400円
3連複： 96，598，000円 3連単： 110，723，900円 計： 463，561，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 110円 � 150円 枠 連（3－8） 320円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 200円 �� 380円 �� 300円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 3，080円

票 数

単勝票数 計 410734 的中 � 102893（2番人気）
複勝票数 計 562861 的中 � 93960（2番人気）� 175007（1番人気）� 74645（4番人気）
枠連票数 計 129103 的中 （3－8） 30791（1番人気）
馬連票数 計 622330 的中 �� 126125（1番人気）
馬単票数 計 304007 的中 �� 29704（2番人気）
ワイド票数 計 533364 的中 �� 77134（1番人気）�� 32317（4番人気）�� 42820（3番人気）
3連複票数 計 965980 的中 ��� 96894（1番人気）
3連単票数 計1107239 的中 ��� 26005（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．3―47．5―1：00．1―1：12．7―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オセアダイナスティ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 メジロライアン デビュー 2020．10．18 東京7着

2018．3．12生 牡3栗 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 スズノイナズマ号の調教師深山雅史は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスキットローラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月6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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ジェイエルブリッジ号・トーセンポラリス号・フレーゲル号
（非抽選馬） 2頭 アイヲシルジパング号・サンデイビス号

03028 2月6日 晴 良 （3東京1） 第3日 第4競走 ��1，600�3歳新馬
発走11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
1：33．8
1：33．3

重
良

612 キ ャ ビ ア 牡3鹿 56 M．デムーロ TNレースホース宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 474 ―1：40．9 4．0�
47 ペイシャジュン 牡3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 富田 恭司 488 ―1：41．0� 16．6�
815 ビービーモノローグ 牡3鹿 56 杉原 誠人�坂東牧場 高柳 瑞樹 日高 高山 博 458 ―1：41．74 62．2�
611 テキサスブロンコ 牡3鹿 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新冠 新冠橋本牧場 464 ―1：42．55 14．1�
59 エスティエレガント 牝3芦 54 宮崎 北斗田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 浦河日成牧場 470 ― 〃 ハナ 19．9�
713 シルヴェラード 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 隆寛氏 田島 俊明 新ひだか 高橋フアーム 422 ―1：43．03� 17．8	
12 ヴ ェ ロ ン 牡3黒鹿56 三浦 皇成
ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 462 ―1：43．21� 7．3�
816 ミキノカラクリバコ 牡3鹿 56 菅原 隆一谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 530 ―1：43．3クビ 111．2�
510 アイアムヤルワヨ 牝3栗 54 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 504 ―1：43．4� 2．6
36 アルファシャルマン 牝3鹿 54 田中 勝春
貴悦 浅野洋一郎 日高 奥山 博 490 ―1：43．5� 14．9�
714 ウォーロード 牡3黒鹿56 内田 博幸プレミアムレースホース 和田 勇介 安平 �橋本牧場 494 ― 〃 クビ 98．5�
23 ファストブレイク 牝3鹿 54 丸田 恭介五十川雅規氏 宗像 義忠 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 424 ―1：43．61 63．3�
11 フィールファイン 牡3栗 56 嘉藤 貴行石川 眞実氏 大和田 成 新ひだか 佐藤 鉄也 412 ― 〃 ハナ 70．5�
48 トウカイキュニスカ 牝3栗 54 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 474 ― 〃 ハナ 11．7�
35 シルバーコレクター 牝3芦 54

51 ▲原 優介
GET NEXT 武市 康男 新冠 高瀬牧場 470 ―1：44．77 163．1�
（ビアンコチェレステ）

24 レオスパンキー 牡3黒鹿56 木幡 巧也
レオ 牧 光二 日高 ノースガーデン 514 ―1：45．02 32．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，882，800円 複勝： 42，774，800円 枠連： 12，679，700円
馬連： 51，107，200円 馬単： 23，635，600円 ワイド： 45，686，700円
3連複： 73，566，100円 3連単： 79，836，700円 計： 363，169，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 440円 � 1，480円 枠 連（4－6） 1，300円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 8，780円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 3，290円 �� 5，900円

3 連 複 ��� 60，430円 3 連 単 ��� 285，130円

票 数

単勝票数 計 338828 的中 � 67500（2番人気）
複勝票数 計 427748 的中 � 77057（2番人気）� 23458（8番人気）� 6091（14番人気）
枠連票数 計 126797 的中 （4－6） 7545（5番人気）
馬連票数 計 511072 的中 �� 7380（19番人気）
馬単票数 計 236356 的中 �� 2018（31番人気）
ワイド票数 計 456867 的中 �� 7211（16番人気）�� 3565（35番人気）�� 1968（58番人気）
3連複票数 計 735661 的中 ��� 913（157番人気）
3連単票数 計 798367 的中 ��� 203（747番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．1―37．4―50．4―1：03．8―1：16．5―1：28．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ャ ビ ア �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Kingmambo 初出走

2018．2．17生 牡3鹿 母 フェミニンガール 母母 Money Madam 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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 スミソニアン号・ニシノラフカット号・ノーブルシルエット号・ミエルドール号・ラストコジーン号・ワーズワース号



03029 2月6日 晴 良 （3東京1） 第3日 第5競走 ��2，400�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
2：20．6
2：20．6

良
良

23 ジェニーアムレット 牝3鹿 54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462＋ 42：26．3 4．1�
35 マイネルスキーブ 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 22：27．04 25．5�
714 マイネルヒッツェ 牡3芦 56 戸崎 圭太 �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 456± 0 〃 クビ 21．3�
611 モンサンラディウス 牡3鹿 56 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 498－ 62：27．1� 99．3�
48 エクセレントタイム 牡3鹿 56 丸山 元気 �サンデーレーシング 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 8 〃 クビ 15．2	
713 マジックビーム 牡3黒鹿56 田中 勝春鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 松田牧場 B462± 02：27．63 210．3

510 ノワールドゥジェ 牝3青 54 横山 武史 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 468－ 82：27．81� 6．9�
36 イモータルソウル 牡3鹿 56 丸田 恭介ライオンレースホース� 畠山 吉宏 新ひだか 桜井牧場 474－ 62：28．11� 93．9�
816 ミラキュラスサイン 牡3栗 56 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 22：28．2クビ 213．2
12 イッツライフ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 450＋ 8 〃 ハナ 400．0�
11 テンサウザンドケイ 牡3鹿 56 大野 拓弥桑野 克己氏 杉浦 宏昭 日高 滝本 健二 488－ 22：28．73 11．9�
815� コスモザウル 牡3鹿 53 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新 G Harvey 468－ 62：28．91� 537．2�
612 アレンシュタイン 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 414－ 22：29．53� 1．7�
24 ドラコテソーロ 牡3芦 56

53 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 加藤 和宏 浦河 大北牧場 470± 02：29．6� 178．7�

47 モンテモナコ 牝3鹿 54
51 ▲小林 脩斗西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 412－ 32：33．2大差 517．8�

59 トゥインクルタワー 牡3栗 56 嶋田 純次畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 B476－ 2 （競走中止） 456．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，657，100円 複勝： 98，645，000円 枠連： 13，820，400円
馬連： 73，136，000円 馬単： 40，519，100円 ワイド： 68，618，100円
3連複： 109，517，300円 3連単： 165，246，700円 計： 623，159，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 210円 � 650円 � 490円 枠 連（2－3） 4，320円

馬 連 �� 5，220円 馬 単 �� 7，410円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 990円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 15，740円 3 連 単 ��� 67，760円

票 数

単勝票数 計 536571 的中 � 103279（2番人気）
複勝票数 計 986450 的中 � 148376（2番人気）� 35004（7番人気）� 48771（6番人気）
枠連票数 計 138204 的中 （2－3） 2479（12番人気）
馬連票数 計 731360 的中 �� 10858（14番人気）
馬単票数 計 405191 的中 �� 4097（21番人気）
ワイド票数 計 686181 的中 �� 16107（13番人気）�� 18007（11番人気）�� 9076（20番人気）
3連複票数 計1095173 的中 ��� 5217（37番人気）
3連単票数 計1652467 的中 ��� 1768（162番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．3―37．0―49．8―1：02．3―1：14．6―1：26．2―1：37．5―1：49．4―2：01．4―2：13．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジェニーアムレット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sightseeing デビュー 2020．11．8 東京2着

2018．1．29生 牝3鹿 母 ソーメニーウェイズ 母母 Happy Scene 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 トゥインクルタワー号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モンテモナコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月6日まで平地競走に

出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 イッツライフ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月6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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マテンロウベントス号

03030 2月6日 晴 良 （3東京1） 第3日 第6競走 ��1，800�3歳新馬
発走13時05分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量

本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，200，000
1，200，000

円
円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

68 カイザーバローズ 牡3青鹿56 津村 明秀猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 452 ―1：47．6 3．2�
813 アルディートクライ 牡3芦 56 戸崎 圭太中塚 孝明氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478 ―1：48．02� 5．1�
33 チャックネイト 牡3鹿 56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 486 ―1：48．21 5．7�
56 � ディキシーデイズ 牡3鹿 56 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 愛 Nafferty Stud 490 ― 〃 同着 2．7�
44 イペラティーヴァ 牝3青鹿54 木幡 巧也小林 由明氏 高柳 瑞樹 浦河 猿橋 義昭 452 ―1：48．62� 130．8�
711 レキオノユメ 牡3黒鹿56 吉田 豊多田 賢司氏 中川 公成 日高 出口牧場 478 ―1：48．71 91．3	
69 ナインストーリーズ 牝3鹿 54 大野 拓弥 
シルクレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム 398 ― 〃 ハナ 10．0�
57 � ジョイアスチャント 牡3栗 56 三浦 皇成ゴドルフィン 藤原 英昭 米

Teneri Farm, Bernardo A. Cal-
deron, Kenneth L. Ramsey &
Sarah K. Ramsey

538 ―1：48．8クビ 21．6�
11 ブライティアキイ 牝3青鹿54 石川裕紀人小林 昌志氏 稲垣 幸雄 平取 雅 牧場 488 ―1：49．12 89．1
45 アンノウンヒーロー 牡3鹿 56 横山 武史藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 464 ―1：50．16 60．9�
710 ヤマニンフィスキオ 牝3鹿 54 丸山 元気土井 肇氏 稲垣 幸雄 浦河 廣田 光夫 466 ―1：50．95 145．8�
812 ジェステミニョン 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 中川 公成 新冠 村上 進治 456 ― 〃 アタマ 89．7�
22 シバノハーイデーグ 牡3鹿 56 内田 博幸柴 一男氏 加藤 和宏 浦河 アイオイファーム 436 ―1：52．9大差 300．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，843，700円 複勝： 53，820，900円 枠連： 14，600，900円
馬連： 62，512，200円 馬単： 31，627，400円 ワイド： 47，781，300円
3連複： 84，428，100円 3連単： 111，520，200円 計： 458，134，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 �
�

110円
110円 枠 連（6－8） 650円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 190円 ��
��

190円
170円

��
��

260円
210円

3 連 複 ���
���

790円
530円 3 連 単 ���

���
3，210円
2，940円

票 数

単勝票数 計 518437 的中 � 129235（2番人気）
複勝票数 計 538209 的中 �

�
112343
114736

（2番人気）
（1番人気）

� 97032（3番人気）� 73548（4番人気）

枠連票数 計 146009 的中 （6－8） 17302（3番人気）
馬連票数 計 625122 的中 �� 52096（4番人気）
馬単票数 計 316274 的中 �� 15857（5番人気）
ワイド票数 計 477813 的中 ��

��
38138
24857

（3番人気）
（7番人気）

��
��

40024
32779

（2番人気）
（6番人気）

�� 48538（1番人気）

3連複票数 計 844281 的中 ��� 38815（6番人気）��� 60870（2番人気）
3連単票数 計1115202 的中 ��� 12549（15番人気）��� 13751（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．2―48．2―1：00．5―1：12．7―1：24．3―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

カイザーバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat 初出走

2018．3．29生 牡3青鹿 母 ジ ェ ニ サ 母母 Tizdubai 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シバノハーイデーグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月6日まで平地

競走に出走できない。



03031 2月6日 晴 良 （3東京1） 第3日 第7競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時35分 （芝・左）

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
1：30．5
1：30．3

良
良

35 シンハリング 牝4青鹿55 C．ルメール DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504＋141：33．0 4．8�
23 アオイクレアトール 牡4芦 57 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 486＋161：33．1� 2．4�
611� カンパーニャ 牡5栗 57

54 ▲原 優介村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 B462＋ 41：33．31� 111．0�
713 バ ル ト リ 牝4黒鹿55 横山 武史ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 6 〃 クビ 4．4�
11 	 アルファウェーブ 
4栗 57 杉原 誠人吉田 勝己氏 藤沢 和雄 愛 Athassel House

Stud Ltd B532－ 61：33．4� 101．1�
48 	 オ ル テ ー ル 牡4鹿 56 内田 博幸吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

516＋101：33．61� 23．9	
816 アドマイヤチャチャ 牝4青 55 三浦 皇成近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B452± 01：34．02 29．4

612 トライフォーリアル 
4栗 57 木幡 巧也 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 506－ 2 〃 クビ 229．8�
714 ナリノクリスティー 牝4青鹿55 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：34．1クビ 34．7
815 ドラウプニル 
5鹿 57 石橋 脩吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 494＋161：34．2� 19．0�
59 ノーエクスキューズ 牡4青鹿57 北村 宏司 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 512＋14 〃 クビ 13．6�
47 � ニシノゲンセキ 牡6黒鹿57 大野 拓弥成田 隆好氏 杉浦 宏昭 むかわ 清水ファーム 492＋141：34．3クビ 89．1�
24 ポレンティア 牝4青鹿55 柴田 善臣 �シルクレーシング 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 6 〃 アタマ 10．8�
12 � アドゥシール 牝5黒鹿55 柴田 大知�大樹ファーム 勢司 和浩 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 458－ 81：34．61� 430．7�
510� ナ タ ン ド ラ 牝4鹿 55 石川裕紀人清川 信弘氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 434－141：35．77 354．2�
36 レッドアダン 牡4鹿 57 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466－ 41：36．33� 18．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，612，100円 複勝： 93，604，600円 枠連： 17，950，400円
馬連： 90，897，500円 馬単： 35，859，900円 ワイド： 79，290，300円
3連複： 138，390，300円 3連単： 140，904，800円 計： 654，509，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 150円 � 1，480円 枠 連（2－3） 370円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 370円 �� 5，700円 �� 4，280円

3 連 複 ��� 19，160円 3 連 単 ��� 62，510円

票 数

単勝票数 計 576121 的中 � 94942（3番人気）
複勝票数 計 936046 的中 � 127609（3番人気）� 216651（1番人気）� 11002（11番人気）
枠連票数 計 179504 的中 （2－3） 36992（1番人気）
馬連票数 計 908975 的中 �� 99583（1番人気）
馬単票数 計 358599 的中 �� 16720（3番人気）
ワイド票数 計 792903 的中 �� 62557（2番人気）�� 3320（47番人気）�� 4435（42番人気）
3連複票数 計1383903 的中 ��� 5416（60番人気）
3連単票数 計1409048 的中 ��� 1634（209番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．6―11．7―11．3―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．5―46．1―57．8―1：09．1―1：20．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．2
3 ・（3，5）14（1，6）15，8，16（13，12，7）－4，10（2，9）－11 4 ・（3，5）14，1（6，15）（8，16，7）（13，12，9）4，10，2－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シンハリング �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2019．8．3 新潟6着

2017．1．18生 牝4青鹿 母 シンハディーパ 母母 シンハリーズ 6戦2勝 賞金 18，840，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ジェラペッシュ号・ジーナスイート号・チアチアクラシカ号・フラワリングナイト号・レディードリー号

03032 2月6日 晴 良 （3東京1） 第3日 第8競走 1，300�4歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・左）

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
1：16．1
1：16．1

重
重

36 アースビヨンド �6黒鹿57 横山 典弘前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン
ズファーム 512＋ 41：19．0 2．3�

23 カラーズオブラヴ 牝4黒鹿55 武士沢友治グリーンスウォード和田 勇介 新ひだか 中橋 正 B472± 01：19．1クビ 56．4�
47 ルヴァンヴェール 牡4鹿 57 江田 照男 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B502＋ 61：19．2� 25．0�
11 トーアシオン �5栗 57 木幡 巧也高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 482－14 〃 ハナ 30．4�
510 ネオトゥルー 牡4鹿 57 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 478＋ 41：19．3� 12．5�
815 タイキスウォード 牡4栗 57

54 ▲小林 脩斗	大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 456－ 8 〃 クビ 2．7

24 コ コ ラ 牝4黒鹿55 蛯名 正義田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 462± 01：19．61� 30．9�
12 エレガンテレイナ 牝4鹿 55 大野 拓弥 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 454＋101：19．7クビ 16．9�
713 サ ツ キ マ ス 牝4鹿 55 吉田 豊越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 444－161：20．01� 62．2
816 グランドストローク 牡4黒鹿57 石川裕紀人 	コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 468＋121：20．11 97．0�
611 アテンフェアリー 牝5黒鹿55 内田 博幸齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 478＋ 81：20．52� 26．0�
714 ホープホワイト 牝4青鹿55 北村 宏司 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 平取 二風谷ファーム B458± 01：20．6クビ 29．1�
48 グラスディアブロ 牡4鹿 57 嶋田 純次半沢	 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B474＋ 41：20．81 53．7�
612� ラブサンキュー 牝5鹿 55

52 ▲原 優介増田 陽一氏 星野 忍 日高 奥山 博 474－ 31：21．11� 240．3�
35 コールザチューン 牝5鹿 55 田辺 裕信 	社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 496＋121：22．27 14．9�
59 � サンマルマオリオ 牝4鹿 55 野中悠太郎相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 464－161：29．7大差 176．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，788，800円 複勝： 63，019，600円 枠連： 16，857，000円
馬連： 85，609，300円 馬単： 38，139，600円 ワイド： 72，708，400円
3連複： 129，592，400円 3連単： 140，237，100円 計： 590，952，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 870円 � 470円 枠 連（2－3） 1，510円

馬 連 �� 6，020円 馬 単 �� 8，250円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 990円 �� 8，800円

3 連 複 ��� 28，840円 3 連 単 ��� 111，720円

票 数

単勝票数 計 447888 的中 � 151878（1番人気）
複勝票数 計 630196 的中 � 174462（1番人気）� 13865（12番人気）� 27826（7番人気）
枠連票数 計 168570 的中 （2－3） 8605（4番人気）
馬連票数 計 856093 的中 �� 11018（19番人気）
馬単票数 計 381396 的中 �� 3464（27番人気）
ワイド票数 計 727084 的中 �� 8730（21番人気）�� 19719（8番人気）�� 2063（68番人気）
3連複票数 計1295924 的中 ��� 3370（87番人気）
3連単票数 計1402371 的中 ��� 910（338番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．8―12．3―12．2―12．0―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．3―30．1―42．4―54．6―1：06．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アースビヨンド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．10．21 東京7着

2015．5．9生 �6黒鹿 母 ジョリブロンド 母母 ブラッシングブロンド 18戦2勝 賞金 20，110，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルマオリオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月6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 ヴァルゴスピカ号・クリノベロニカ号・ヨシオドライヴ号



03033 2月6日 晴 良 （3東京1） 第3日 第9競走 ��1，400�
は る な

春 菜 賞
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000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
1：19．4
1：19．0

良
良

12 アヴェラーレ 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 426＋ 21：22．1 1．9�
816 タイニーロマンス 牝3青鹿54 内田 博幸吉田 千津氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 518－ 61：22．31� 7．6�
23 グローリアスカペラ 牝3栗 54 M．デムーロ日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 514＋ 21：22．72� 15．7�
815 コウソクカレン 牝3鹿 54 石橋 脩野﨑 昭夫氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 492± 01：22．8� 21．4�
510 シャドウファックス 牝3芦 54 北村 宏司飯塚 知一氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 442－ 41：23．01� 15．7�
714 スマイルアモーレ 牝3鹿 54 三浦 皇成星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 444± 0 〃 クビ 27．1	
59 サ ト ノ ア イ 牝3青鹿54 横山 典弘 
サトミホースカンパニー 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 414－ 21：23．1クビ 7．1�
611 ハイプリーステス 牝3芦 54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 田原橋本牧場 414± 01：23．21 458．9�
11 ルージュアドラブル 牝3鹿 54 戸崎 圭太 
東京ホースレーシング 国枝 栄 浦河 酒井牧場 390± 01：23．3� 4．4
713 オリアメンディ 牝3鹿 54 木幡 巧也�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 452－ 4 〃 アタマ 316．3�
36 キョウエイロナ 牝3鹿 54 江田 照男田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 426＋ 41：23．4クビ 283．8�
24 セントポーリア 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 21：23．5� 288．6�
47 サンマルセレッソ 牝3鹿 54 蛯名 正義相馬 勇氏 中野 栄治 平取 びらとり牧場 436－ 41：23．6� 163．9�
48 グロリユーノワール 牝3鹿 54 石川裕紀人 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 434－ 21：23．7� 140．3�
35 ニシノエルサ 牝3芦 54 大野 拓弥西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 448± 01：23．9� 134．3�
612� トーセンマリア 牝3鹿 54 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 458－ 61：24．11� 628．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 83，642，900円 複勝： 107，006，500円 枠連： 30，387，400円
馬連： 115，871，400円 馬単： 57，786，900円 ワイド： 91，195，200円
3連複： 173，695，000円 3連単： 241，495，100円 計： 901，080，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 280円 枠 連（1－8） 410円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 450円 �� 650円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 9，230円

票 数

単勝票数 計 836429 的中 � 340895（1番人気）
複勝票数 計1070065 的中 � 402973（1番人気）� 111153（4番人気）� 63699（5番人気）
枠連票数 計 303874 的中 （1－8） 57333（3番人気）
馬連票数 計1158714 的中 �� 92243（3番人気）
馬単票数 計 577869 的中 �� 32336（4番人気）
ワイド票数 計 911952 的中 �� 54504（3番人気）�� 35934（5番人気）�� 19620（14番人気）
3連複票数 計1736950 的中 ��� 39047（11番人気）
3連単票数 計2414951 的中 ��� 18951（21番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．0―12．3―11．5―11．2―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．0―48．3―59．8―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．8
3 3（4，14）（2，6，16）（5，10，11）13（1，15）7，8（9，12） 4 3（4，14）16（2，6）11（5，10，15）（1，13）8（9，7，12）

勝馬の
紹 介

アヴェラーレ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2020．10．31 東京1着

2018．3．29生 牝3鹿 母 アルビアーノ 母母 Antics 2戦2勝 賞金 17，443，000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） 3頭 カトルショセット号・ダブルスナッチ号・リュウノメアリー号

03034 2月6日 晴 良 （3東京1） 第3日 第10競走 ��1，400�テ レ ビ 山 梨 杯
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス，2．2．8以降3．1．31まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

テレビ山梨賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

713 エイムアンドエンド 牡6鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 504＋ 61：21．2 13．5�
12 グレイテスト 牝5芦 53 津村 明秀荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 484＋ 81：21．3� 8．1�
23 エクレアスピード �5鹿 54 嘉藤 貴行李 柱坤氏 大和田 成 新冠 イワミ牧場 478＋ 61：21．5� 45．7�
11 ト ロ シ ュ ナ 牝5黒鹿52 北村 宏司 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 476± 01：21．71� 6．2�
816 ヘイワノツカイ 牡5栗 54 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 456－ 2 〃 ハナ 14．9�
47 シュバルツボンバー �6鹿 55 三浦 皇成岡田 壮史氏 本間 忍 安平 ノーザンファーム 524－ 21：21．8� 14．7	
815 ロジアイリッシュ 牝4鹿 53 丸山 元気久米田正平氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 ハナ 8．9

48 コスモヨハネ 牡9栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 498－ 4 〃 ハナ 40．5�
59 シトラスノキセキ 牝5鹿 52 吉田 豊加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 438＋ 8 〃 ハナ 74．1�
35 セイウンパワフル 牡4鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 B476＋ 2 〃 アタマ 18．8
24 ノ ヴ ェ ッ ラ 牝5栗 52 野中悠太郎ゴドルフィン 宮田 敬介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 61：21．9� 15．2�
510 ココフィーユ 牝5鹿 52 田中 勝春 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 450＋ 21：22．0� 34．4�
36 ア シ ェ ッ ト 牝6鹿 51 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 B436－ 4 〃 ハナ 14．9�
611 ヤマニンプレシオサ 牝4黒鹿53 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 472＋ 4 〃 アタマ 12．7�
714 スイートセント 牝5鹿 52 横山 武史 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：22．1� 3．4�
612 トモジャファイブ 牡5鹿 53 杉原 誠人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 508－ 61：22．62� 204．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，647，200円 複勝： 96，652，500円 枠連： 34，633，000円
馬連： 152，054，900円 馬単： 50，064，300円 ワイド： 122，711，300円
3連複： 252，053，000円 3連単： 230，548，800円 計： 999，365，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 490円 � 360円 � 1，000円 枠 連（1－7） 570円

馬 連 �� 6，900円 馬 単 �� 14，200円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 6，130円 �� 4，900円

3 連 複 ��� 77，470円 3 連 単 ��� 351，150円

票 数

単勝票数 計 606472 的中 � 35909（6番人気）
複勝票数 計 966525 的中 � 52913（9番人気）� 75697（5番人気）� 23418（13番人気）
枠連票数 計 346330 的中 （1－7） 46538（1番人気）
馬連票数 計1520549 的中 �� 17057（27番人気）
馬単票数 計 500643 的中 �� 2644（60番人気）
ワイド票数 計1227113 的中 �� 13834（27番人気）�� 5121（84番人気）�� 6436（69番人気）
3連複票数 計2520530 的中 ��� 2440（284番人気）
3連単票数 計2305488 的中 ��� 476（1378番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．3―11．4―11．3―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．1―46．5―57．8―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイムアンドエンド �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．21 東京3着

2015．2．21生 牡6鹿 母 ロフティーエイム 母母 ウィッチフルシンキング 18戦3勝 賞金 50，936，000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。
（非抽選馬） 4頭 スズカアーチスト号・プレシオーソ号・プレトリア号・レッドライデン号



03035 2月6日 晴 良 （3東京1） 第3日 第11競走 ��2，400�
そうしゅん

早春ステークス
発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス，2．2．8以降3．1．31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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

48 パルティアーモ 牝5鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：25．4 2．9�
611 リリーピュアハート 牝4鹿 53 三浦 皇成 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 440－ 22：25．61� 3．5�
36 ゼ ー ゲ ン 牡6青鹿55 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 2 〃 ハナ 16．4�
24 サトノラディウス 牡5鹿 56 田辺 裕信 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494＋16 〃 クビ 4．8�
713 キタサンバルカン 牡5鹿 56 戸崎 圭太�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 442－ 22：25．7� 7．0	
714� シ ン ボ 牡4鹿 54 石川裕紀人�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 458－ 42：25．8クビ 28．0

47 バイマイサイド 牡6栗 56 横山 武史�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 482＋122：25．9� 20．7�
12 レティキュール 牝5鹿 52 丸山 元気 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 450± 02：26．22 21．1�
11 パルクデラモール 牝6鹿 51 江田 照男�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 0 〃 アタマ 63．7
23 カーロバンビーナ 牝6鹿 52 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 422＋202：26．3� 67．5�
815 モアナアネラ 牝5黒鹿52 北村 宏司 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 430－182：26．62 87．9�
35 ギ ャ ラ ッ ド 	6鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 498＋ 62：27．02 52．5�
510 マイネルキラメキ 牡6鹿 53 柴田 大知 �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 442＋ 22：27．53 406．6�
816 ベイビーステップ 牡7鹿 53 大野 拓弥大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 492± 02：28．13� 124．6�
59 ハンターバレー 牡5栗 54 木幡 巧也村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 500＋142：28．52� 186．2�
612 プラチナヴォイス 牡7鹿 55 津村 明秀本間 茂氏 
島 一歩 新ひだか 矢野牧場 512－102：29．67 141．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 129，197，400円 複勝： 175，301，000円 枠連： 61，936，300円
馬連： 332，113，300円 馬単： 117，258，700円 ワイド： 220，319，400円
3連複： 529，344，400円 3連単： 591，137，200円 計： 2，156，607，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 160円 � 280円 枠 連（4－6） 550円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 320円 �� 960円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 7，690円

票 数

単勝票数 計1291974 的中 � 352988（1番人気）
複勝票数 計1753010 的中 � 360521（1番人気）� 316624（2番人気）� 123284（5番人気）
枠連票数 計 619363 的中 （4－6） 86695（1番人気）
馬連票数 計3321133 的中 �� 402372（1番人気）
馬単票数 計1172587 的中 �� 85702（1番人気）
ワイド票数 計2203194 的中 �� 195681（1番人気）�� 54893（10番人気）�� 64909（7番人気）
3連複票数 計5293444 的中 ��� 151218（5番人気）
3連単票数 計5911372 的中 ��� 55685（10番人気）

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

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―24．5―37．6―50．3―1：02．7―1：14．8―1：27．0―1：39．1―1：51．0―2：02．7―2：13．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パルティアーモ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2018．8．19 札幌10着

2016．5．16生 牝5鹿 母 リ ビ ア ー モ 母母 ラトラヴィアータ 12戦4勝 賞金 66，433，000円

03036 2月6日 晴 良 （3東京1） 第3日 第12競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走16時25分 （ダート・左）
負担重量は，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
1：33．8
1：33．3

重
良

814 ペイシャエヴァー 牡7鹿 57 木幡 巧也北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 B498＋ 41：37．3 76．7�
45 セイヴァリアント 牡5黒鹿57 三浦 皇成金田 成基氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 520＋101：38．36 3．2�
712 モ レ ッ キ �7黒鹿57 津村 明秀 �サンデーレーシング 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：38．62 4．9�
813 ストラテジーマップ 牡4鹿 57 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 492＋ 21：38．7	 2．5�
58 ヤマニンバンタジオ �7栗 57 嘉藤 貴行土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 550＋101：38．8クビ 35．3�
22 マーキュリーセブン 牡4黒鹿57 大野 拓弥ライオンレースホース	 加藤士津八 浦河 浦河日成牧場 B456± 0 〃 クビ 22．5

610 エイシンヨッシー 牡5栗 57 戸崎 圭太	栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 462＋ 41：38．9
 9．1�
711 ド ゥ リ ト ル 牡6黒鹿57 田辺 裕信大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 496－ 21：39．21	 79．6�
34 ストラトフォード 牝5鹿 55 江田 照男下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B498－ 6 〃 クビ 44．0
57 クォリティタイム 牝4鹿 55 石川裕紀人�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 富田牧場 472± 01：39．3クビ 33．7�
33 ウインドオブホープ �8栗 57 吉田 豊�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 536± 01：39．4	 283．9�
11 フーズサイド 牡5黒鹿 57

54 ▲原 優介西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 510± 0 〃 クビ 25．0�
46 � ヒイロメープル 牡4栗 57 柴田 大知江馬 由将氏 林 徹 浦河 阿波屋ファーム 502＋261：39．93 256．8�
69 トーセンヴィータ 牡6青鹿57 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム B540－ 41：40．1
 22．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 102，411，900円 複勝： 127，478，100円 枠連： 35，044，700円
馬連： 196，932，500円 馬単： 90，429，000円 ワイド： 161，958，200円
3連複： 306，775，000円 3連単： 414，555，400円 計： 1，435，584，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，670円 複 勝 � 1，220円 � 160円 � 160円 枠 連（4－8） 540円

馬 連 �� 10，730円 馬 単 �� 35，940円

ワ イ ド �� 2，980円 �� 4，690円 �� 410円

3 連 複 ��� 18，850円 3 連 単 ��� 240，240円

票 数

単勝票数 計1024119 的中 � 10671（11番人気）
複勝票数 計1274781 的中 � 17983（12番人気）� 248886（2番人気）� 233328（3番人気）
枠連票数 計 350447 的中 （4－8） 50008（2番人気）
馬連票数 計1969325 的中 �� 14216（29番人気）
馬単票数 計 904290 的中 �� 1887（72番人気）
ワイド票数 計1619582 的中 �� 13184（32番人気）�� 8298（43番人気）�� 113347（3番人気）
3連複票数 計3067750 的中 ��� 12202（60番人気）
3連単票数 計4145554 的中 ��� 1251（532番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．9―48．3―1：01．0―1：13．2―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャエヴァー �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．1．29 東京3着

2014．5．3生 牡7鹿 母 エバーシャイニング 母母 ルヴァーガール 25戦4勝 賞金 47，164，000円
〔騎手変更〕 ウインドオブホープ号の騎手柴田善臣は，第9競走での負傷のため吉田豊に変更。



（3東京1）第3日 2月6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 187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

193，570，000円
8，210，000円
25，160，000円
1，500，000円
21，450，000円
77，568，000円
5，142，500円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
737，806，500円
1，056，410，300円
274，137，200円
1，358，557，600円
579，580，500円
1，086，483，100円
2，106，134，800円
2，472，287，600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 9，671，397，600円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回東京競馬第3日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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