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03037 2月7日 晴 良 （3東京1） 第4日 第1競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

714 リワードマレンゴ 牡3芦 56 横山 典弘宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 462＋ 61：26．1 1．7�
11 オレデイイノカ 牡3栗 56 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 472＋ 41：26．41� 6．6�
47 キ ラ メ キ 牝3栗 54 吉田 豊大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社

大原ファーム 480＋ 41：26．93 27．9�
816 モ ン チ 牡3栗 56 北村 宏司北所 直人氏 松山 将樹 新ひだか 三石川上牧場 472＋ 21：27．11� 100．4�
12 インプルーヴ 牝3栗 54 嘉藤 貴行石瀬 浩三氏 佐藤 吉勝 新冠 石田牧場 430－ 61：27．63 267．5�

23 ララマカロン 牝3鹿 54 津村 明秀フジイ興産� 田中 博康 千歳 社台ファーム 468－ 81：27．7� 22．9	
（法942）

713 キタノプレアー 牡3栗 56 丸山 元気北所 直人氏 土田 稔 平取 びらとり牧場 462－ 21：27．8クビ 302．9

612 コーンフィールド 牝3黒鹿54 C．ルメール �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 494－ 81：28．01� 3．4�
815 パンプイットアップ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか 有限会社プライドロック B470－ 21：28．21� 422．6

35 プレリュードノート 牡3栗 56 岩田 康誠亀岡 和彦氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B482－ 21：28．41� 299．7�

24 ノックトゥワイス 牡3栗 56 福永 祐一飯塚 知一氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 2 〃 アタマ 11．9�

611 ニシノカタパルト 牡3栗 56 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 松本牧場 B494＋ 41：28．71� 29．0�
36 ブ リ ス ク 牡3栗 56 坂井 瑠星平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 480＋ 6 〃 クビ 578．4�
510 キャラクターピース 牝3栗 54 武士沢友治�日東牧場 稲垣 幸雄 浦河 日東牧場 444＋ 61：29．02 178．3�
48 オープンセサミ 牡3鹿 56 江田 照男飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 456＋ 61：29．1クビ 106．5�
59 ビッグブルールーフ 牝3鹿 54 野中悠太郎大屋 高広氏 田中 剛 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 458－ 21：31．0大差 413．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，481，200円 複勝： 100，736，900円 枠連： 15，166，700円
馬連： 83，894，300円 馬単： 44，919，400円 ワイド： 75，915，200円
3連複： 145，291，800円 3連単： 192，192，900円 計： 715，598，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 290円 枠 連（1－7） 580円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 280円 �� 630円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 4，860円

票 数

単勝票数 計 574812 的中 � 263463（1番人気）
複勝票数 計1007369 的中 � 525654（1番人気）� 113321（3番人気）� 41497（5番人気）
枠連票数 計 151667 的中 （1－7） 20004（2番人気）
馬連票数 計 838943 的中 �� 128123（2番人気）
馬単票数 計 449194 的中 �� 48964（2番人気）
ワイド票数 計 759152 的中 �� 79279（2番人気）�� 29257（6番人気）�� 17942（13番人気）
3連複票数 計1452918 的中 ��� 57388（7番人気）
3連単票数 計1921929 的中 ��� 28636（12番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―12．8―12．9―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．4―48．2―1：01．1―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リワードマレンゴ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2021．1．9 中山2着

2018．4．4生 牡3芦 母 バ ラ イ ロ ー 母母 ローズカーニバル 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビッグブルールーフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月7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） 1頭 ミスジョーダン号
（非抽選馬） 4頭 クリオシタース号・クレールフォルム号・スイートナイト号・マリノアマービレ号

03038 2月7日 晴 良 （3東京1） 第4日 第2競走 ��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

24 ローズボウル 牡3鹿 56 武藤 雅 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 508＋182：12．5 13．2�
816 ジュンキリタップ 牡3芦 56 吉田 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 平取 二風谷ファーム 508± 02：13．98 3．2�
11 コスモコラッジョ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 金石牧場 488＋ 22：14．53� 8．6�
611� ナイトフローリック 牡3鹿 56 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 米 Woodford

Thoroughbreds 512＋142：14．6� 5．9�
815 シゲルバクハツ 牡3栗 56 横山 武史森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 474－ 62：15．34 5．5	
612 マイネルオラトリオ 牡3鹿 56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 476－122：16．57 29．8

59 スマートリン 牡3鹿 56 内田 博幸鈴木 伸昭氏 浅野洋一郎 新ひだか 高橋 修 512＋ 6 〃 ハナ 97．0�
47 ノーザンピーク 牡3鹿 56 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 470－ 22：17．13� 163．8�
35 スワーヴゾロ 牡3栗 56 津村 明秀�NICKS 田中 博康 浦河 三嶋牧場 474＋ 42：17．2� 93．3
12 ライヴビスケット 牡3鹿 56

53 ▲原 優介澤田 孝之氏 尾形 和幸 日高 宝寄山 拓樹 488－ 62：17．3� 351．0�
36 ミッキーセレスタ 牡3黒鹿56 横山 典弘野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 532＋122：17．83 3．6�
23 フォートレスヒル 牡3栗 56 木幡 巧也谷口 悦一氏 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 484－ 42：18．22� 46．8�
714 ロイヤルアッシュ 牡3青鹿56 北村 宏司大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 辻 牧場 468－ 42：18．94 104．4�
48 コヨキチセブン 牡3栗 56 石川裕紀人折井 祐介氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 560－ 22：19．64 39．7�
713 ヴィアッジョ 牡3栗 56

55 ☆菅原 明良是枝 浩平氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B488＋ 62：20．55 162．7�
510 ケンブリッジヤマト 牡3栗 56 菅原 隆一中西 桂子氏 畠山 吉宏 新ひだか タイヘイ牧場 474－ 82：26．7大差 530．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，332，400円 複勝： 70，608，700円 枠連： 14，740，800円
馬連： 71，910，000円 馬単： 31，140，000円 ワイド： 65，709，300円
3連複： 112，881，700円 3連単： 113，781，000円 計： 526，103，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 270円 � 140円 � 190円 枠 連（2－8） 870円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，000円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 27，720円

票 数

単勝票数 計 453324 的中 � 27342（6番人気）
複勝票数 計 706087 的中 � 52849（6番人気）� 169633（1番人気）� 88397（4番人気）
枠連票数 計 147408 的中 （2－8） 13014（5番人気）
馬連票数 計 719100 的中 �� 30665（7番人気）
馬単票数 計 311400 的中 �� 4926（19番人気）
ワイド票数 計 657093 的中 �� 28853（6番人気）�� 15566（13番人気）�� 52244（3番人気）
3連複票数 計1128817 的中 ��� 25680（9番人気）
3連単票数 計1137810 的中 ��� 2975（90番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―12．7―13．0―13．2―12．9―12．8―12．4―12．5―12．3―12．3

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―44．1―57．3―1：10．2―1：23．0―1：35．4―1：47．9―2：00．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローズボウル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Empire Maker デビュー 2020．10．24 東京11着

2018．4．5生 牡3鹿 母 オールドパサデナ 母母 オフジオールドブロック 4戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロイヤルアッシュ号・コヨキチセブン号・ヴィアッジョ号・ケンブリッジヤマト号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，令和3年3月7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。
（非当選馬） 2頭 ウエイトジャッジ号・テイエムユキマイ号
（非抽選馬） 2頭 ピースアンドリンゴ号・ロードバイファル号

第１回 東京競馬 第４日



03039 2月7日 晴 良 （3東京1） 第4日 第3競走 1，600�3歳未勝利
発走11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 640，000
640，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

46 サクラカレント 牝3鹿 54 石橋 脩�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 480－ 61：40．4 7．6�
11 ノーティーガール 牝3栗 54 戸崎 圭太藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 白井牧場 B464－ 6 〃 アタマ 8．9�
611 メイショウメイロウ 牝3芦 54 田中 勝春松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 林 孝輝 470＋ 61：40．5� 34．3�
58 ウィズザワールド 牝3栗 54 柴田 大知阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 464－ 41：40．82 2．3�
814 フィルモグラフィー 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース伊藤 大士 千歳 社台ファーム 452－ 6 〃 同着 21．8	
815 アーティフィス 牝3黒鹿54 大野 拓弥ルシミエント 栗田 徹 新ひだか 下屋敷牧場 464－ 4 〃 クビ 7．0

610 エターナルルビー 牝3鹿 54 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 424± 01：40．9クビ 40．9�
713 キ ュ ン 牝3黒鹿54 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 458－ 41：41．11� 5．7�
35 ペイシャクェーサー 牝3鹿 54 北村 宏司北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 462± 01：42．16 14．9
47 ラブリーハミング 牝3栗 54 武士沢友治池田 草龍氏 竹内 正洋 新冠 上井農場 452－ 21：42．2� 116．4�
712 セラダエストレーラ 牝3鹿 54 西村 太一加藤 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 本桐牧場 422－ 21：42．62� 404．8�
59 ニシノカオリード 牝3青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 船越牧場 410－121：42．81 168．5�
22 ルージュセリーズ 牝3鹿 54 内田 博幸 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：43．65 20．4�
34 テイエムミラクル 牝3鹿 54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 462－241：44．34 30．4�
23 フライトメモリア 牝3鹿 54 丸山 元気 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 日高 荒井ファーム 482＋ 61：45．15 108．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，500，100円 複勝： 72，779，500円 枠連： 14，464，200円
馬連： 80，175，000円 馬単： 32，264，100円 ワイド： 72，414，700円
3連複： 117，709，900円 3連単： 115，652，700円 計： 550，960，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 210円 � 270円 � 500円 枠 連（1－4） 3，770円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 6，550円

ワ イ ド �� 890円 �� 3，840円 �� 3，640円

3 連 複 ��� 36，950円 3 連 単 ��� 186，740円

票 数

単勝票数 計 455001 的中 � 47720（4番人気）
複勝票数 計 727795 的中 � 102085（3番人気）� 70082（4番人気）� 32684（7番人気）
枠連票数 計 144642 的中 （1－4） 2973（17番人気）
馬連票数 計 801750 的中 �� 18631（14番人気）
馬単票数 計 322641 的中 �� 3694（24番人気）
ワイド票数 計 724147 的中 �� 21965（9番人気）�� 4744（40番人気）�� 5018（38番人気）
3連複票数 計1177099 的中 ��� 2389（104番人気）
3連単票数 計1156527 的中 ��� 449（525番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―36．0―48．8―1：01．6―1：14．2―1：26．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラカレント �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．10．31 東京9着

2018．4．5生 牝3鹿 母 サクラレイリ 母母 サクラスイートキス 4戦1勝 賞金 7，100，000円
〔騎手変更〕 メイショウメイロウ号の騎手柴田善臣は，第3日第9競走での負傷のため田中勝春に変更。
※出走取消馬 シゲルカンリショク号（疾病〔四肢挫創〕のため）

03040 2月7日 晴 良 （3東京1） 第4日 第4競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走11時40分 （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
1：21．5
1：20．3

重
不良

36 � サトノムスタング 牡3黒鹿56 田辺 裕信里見 治紀氏 大和田 成 米 Haymarket
Farm LLC 470－ 41：25．7 1．5�

23 エンテレケイア 牡3栗 56 江田 照男小田 吉男氏 岩戸 孝樹 浦河 谷川牧場 500± 0 〃 ハナ 48．7�
12 コモレビキラリ 牝3青鹿54 野中悠太郎亀岡 和彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 454＋101：25．8� 29．8�
611� ジャスパーゴールド 牡3栗 56 戸崎 圭太加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee

Myers 448－ 41：25．9� 6．8�
510 パ ル デ ン ス 牡3鹿 56 坂井 瑠星山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 492－ 41：26．0クビ 15．4�
815 ノットイェット 牝3鹿 54 武藤 雅�GET NEXT 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 482＋ 6 〃 ハナ 190．2	
47 ユイノチャッキー 牡3栗 56 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 498－ 2 〃 ハナ 93．3

24 アドマイヤレビン 牡3鹿 56 C．ルメール 近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486－ 41：26．11 5．7�
714 ハイオプターレ 牡3栗 56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 524－ 41：26．2アタマ 42．2�
713 ホワイトクロウ 牡3芦 56 横山 武史 キャロットファーム 矢野 英一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 41：26．3� 15．5�
816 ニシノライトニング 牡3鹿 56 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 482± 01：26．83� 74．6�
612 タマダイヤモンド 牝3青鹿54 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 482＋ 21：27．33 130．7�
48 ジェイケイマクフィ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介小谷野次郎氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 474－ 21：27．61� 138．1�
59 カガフラッシュ 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 片岡 博 468－ 61：27．91� 556．2�
11 ペイシャフェスタ 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 476± 01：28．22 55．4�
35 デルマジゾウ 牡3芦 56 石川裕紀人浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 496＋ 8 〃 クビ 105．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，444，200円 複勝： 109，914，500円 枠連： 14，336，900円
馬連： 81，990，800円 馬単： 41，734，500円 ワイド： 76，412，400円
3連複： 124，981，600円 3連単： 158，134，500円 計： 666，949，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 570円 � 400円 枠 連（2－3） 410円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 890円 �� 520円 �� 5，100円

3 連 複 ��� 9，380円 3 連 単 ��� 27，550円

票 数

単勝票数 計 594442 的中 � 308198（1番人気）
複勝票数 計1099145 的中 � 602262（1番人気）� 23513（8番人気）� 36350（6番人気）
枠連票数 計 143369 的中 （2－3） 26881（1番人気）
馬連票数 計 819908 的中 �� 26262（7番人気）
馬単票数 計 417345 的中 �� 10867（9番人気）
ワイド票数 計 764124 的中 �� 21961（8番人気）�� 39901（5番人気）�� 3590（39番人気）
3連複票数 計1249816 的中 ��� 9988（28番人気）
3連単票数 計1581345 的中 ��� 4160（87番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．0
3 2（3，5）11，7，9（4，8）（1，12，15，16）－（6，13）（10，14） 4 2（3，5）7（9，11）4，12（1，6，8，16）15（10，13）14

勝馬の
紹 介

�サトノムスタング �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Old Fashioned デビュー 2020．11．7 東京2着

2018．2．26生 牡3黒鹿 母 Mare and Cher 母母 Havenlass 3戦2勝 賞金 15，200，000円



03041 2月7日 晴 良 （3東京1） 第4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

713 ロ ジ ロ ー ズ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：33．7 3．4�
47 ディアマンテール 牡3青鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 494＋ 6 〃 クビ 2．5�
35 セブンシーズ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 430＋ 41：33．91 6．5�
815 サザンナイツ 牡3黒鹿56 津村 明秀ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 448－18 〃 クビ 22．7�
36 ラインプリンス 牡3鹿 56 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 482± 0 〃 ハナ 6．7�
48 コスモノート 牡3鹿 56 横山 武史ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋101：34．21� 13．2	
816 コアレスロング 牝3黒鹿54 木幡 巧也小林 昌志氏 小野 次郎 平取 雅 牧場 468－101：34．41� 215．5

714 ピクシーカット 牝3黒鹿54 丸田 恭介吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 462－141：34．61� 30．7�
612 ミ レ ッ シ モ 牝3鹿 54 吉田 豊ライオンレースホース� 林 徹 浦河 辻 牧場 430＋ 81：34．81� 93．6
510 コスモゲイダーグ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 442± 01：35．22� 32．0�
12 コートリーアスペン 牡3栗 56 岩田 康誠�G1レーシング 栗田 徹 安平 追分ファーム 462－ 21：36．69 171．7�
11 ラ ダ ッ ク 牡3青 56 武士沢友治畑佐 博氏 蛯名 利弘 新冠 細川農場 500－141：36．7クビ 267．5�
611 ヤマニンカンノーリ 牝3鹿 54 江田 照男土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 430－ 61：36．8� 467．9�
23 フッカツノトリデ 牝3栗 54

51 ▲原 優介福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 鎌田 正嗣 418－161：36．9� 546．0�
24 パブリックドメイン 牡3黒鹿56 石橋 脩吉田 照哉氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 466＋ 21：37．0� 19．4�
59 シュヴァルマラン 牡3栗 56 野中悠太郎古賀 和夫氏 和田正一郎 新冠 対馬 正 472± 01：37．21� 413．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，085，300円 複勝： 74，728，800円 枠連： 15，497，600円
馬連： 81，794，900円 馬単： 35，180，400円 ワイド： 71，095，000円
3連複： 118，692，000円 3連単： 132，072，800円 計： 587，146，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 130円 � 180円 枠 連（4－7） 410円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 270円 �� 530円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 4，990円

票 数

単勝票数 計 580853 的中 � 133640（2番人気）
複勝票数 計 747288 的中 � 153270（2番人気）� 156906（1番人気）� 88863（4番人気）
枠連票数 計 154976 的中 （4－7） 28669（2番人気）
馬連票数 計 817949 的中 �� 110433（1番人気）
馬単票数 計 351804 的中 �� 23195（2番人気）
ワイド票数 計 710950 的中 �� 74280（1番人気）�� 31575（5番人気）�� 44146（4番人気）
3連複票数 計1186920 的中 ��� 80021（2番人気）
3連単票数 計1320728 的中 ��� 19151（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．8―46．7―58．6―1：10．4―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ジ ロ ー ズ �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．11．29 東京3着

2018．3．14生 牡3黒鹿 母 ロジフェローズ 母母 スイートフェローズ 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔騎手変更〕 コアレスロング号の騎手柴田善臣は，第3日第9競走での負傷のため木幡巧也に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 キタノクリスタル号

03042 2月7日 晴 良 （3東京1） 第4日 第6競走 ��1，600�3歳新馬
発走13時00分 （芝・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
1：30．5
1：30．3

良
良

714 ニシノオイカゼ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 488 ―1：37．1 178．4�
815 タカラネイビー 牡3青鹿56 石川裕紀人村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 472 ―1：37．2クビ 7．0�
510� コスモアディラート 牡3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 豪 Mr G Harvey 462 ―1：37．3� 15．3�

23 ララサンスフル 牝3黒鹿54 大野 拓弥フジイ興産� 大竹 正博 新ひだか グランド牧場 488 ― 〃 クビ 26．9�
（法942）

12 ラヴィズポイズン 牝3鹿 54 M．デムーロ牧埜 幸一氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 502 ―1：37．51� 4．8	
713� ロングボウマン 牡3鹿 56 坂井 瑠星ゴドルフィン 池上 昌和 英 Crecy Part-

nership 478 ―1：37．71 87．6

24 リアングロワール 牝3黒鹿54 C．ルメール �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 476 ―1：37．91� 2．0�
11 フォアラドゥング 牝3黒鹿54 岩田 康誠一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 448 ― 〃 クビ 15．6�
59 デルマニョイリン 牝3鹿 54 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 456 ―1：38．11� 94．0
611 マテラドリム 牡3黒鹿56 田中 勝春大野 照旺氏 宗像 義忠 新ひだか 村上牧場 486 ―1：38．2� 106．0�
48 ルタピヴォラン 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良岡田 壮史氏 菊川 正達 日高 長谷部牧場 480 ―1：38．62� 71．0�
816 ハービッグハロー 牡3鹿 56 横山 武史吉田 照哉氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 482 ―1：39．02� 9．2�
47 ロードカラット 牡3黒鹿56 丸山 元気 �ロードホースクラブ 菊川 正達 平取 清水牧場 472 ―1：39．21 197．7�
35 ア イ コ ト バ 牝3黒鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 新ひだか 藤沢牧場 462 ― 〃 ハナ 11．7�
612 ファシリティズ 牝3栗 54 川須 栄彦中村 智幸氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 476 ―1：39．41� 361．2�
36 コスモダラニ 牡3栗 56 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 上原 博之 新ひだか 沖田 博志 490 ―1：41．010 243．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，910，500円 複勝： 54，586，900円 枠連： 17，780，600円
馬連： 65，857，000円 馬単： 32，054，500円 ワイド： 54，984，000円
3連複： 93，229，900円 3連単： 110，206，400円 計： 476，609，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 17，840円 複 勝 � 2，660円 � 210円 � 380円 枠 連（7－8） 6，260円

馬 連 �� 29，400円 馬 単 �� 98，120円

ワ イ ド �� 5，920円 �� 17，560円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 86，530円 3 連 単 ��� 897，740円

票 数

単勝票数 計 479105 的中 � 2148（13番人気）
複勝票数 計 545869 的中 � 4362（13番人気）� 81321（3番人気）� 37459（6番人気）
枠連票数 計 177806 的中 （7－8） 2199（16番人気）
馬連票数 計 658570 的中 �� 1736（49番人気）
馬単票数 計 320545 的中 �� 245（115番人気）
ワイド票数 計 549840 的中 �� 2373（42番人気）�� 793（73番人気）�� 9829（18番人気）
3連複票数 計 932299 的中 ��� 808（157番人気）
3連単票数 計1102064 的中 ��� 89（1143番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．7―12．8―12．5―11．6―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．7―37．4―50．2―1：02．7―1：14．3―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノオイカゼ �
�
父 ヒルノダムール �

�
母父 ファルブラヴ 初出走

2018．3．9生 牡3黒鹿 母 ニシノミナミカゼ 母母 シトラスブリーズ 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サトノブラーヴ号



03043 2月7日 晴 良 （3東京1） 第4日 第7競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減

本 賞 5，300，000
5，300，000

円
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
1：33．8
1：33．3

重
良

33 ロワマージュ 牡4鹿 57 福永 祐一ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488＋ 21：38．2 1．9�

610 ラパンセソバージュ 牡4栗 57 戸崎 圭太�酒井牧場 大竹 正博 浦河 酒井牧場 462± 0 〃 同着 8．4�
69 � コスモストライカー 牡4鹿 56 横山 武史 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 豪 Mill Park Stud

Pty Ltd, L Bibbo 482－ 41：38．3� 5．6�
814� アブルハウル �4鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース宮田 敬介 米 Teruya

Yoshida 502＋121：38．4	 16．2�
46 コ ス モ オ リ 牡4栗 57 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 B458＋ 41：38．71	 13．2�
813 ジョイナイト 牡5鹿 57 大野 拓弥西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 526± 01：39．01� 13．4	
34 
 ヌ ン カ プ ト 牡4鹿 57 勝浦 正樹ヌンクラブ
 柄崎 孝 浦河 不二牧場 444－ 21：39．21� 45．5�
22 ガラデレオン 牡4鹿 57 木幡 巧也山口 敦広氏 的場 均 新ひだか 落合 一巳 B500－ 41：39．83	 130．4�
711 クリノファイヤー 牝4栗 55

52 ▲原 優介栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 460－ 21：40．01� 121．3
45 リュウグウヒメ 牝5鹿 55

52 ▲小林 脩斗深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 442＋ 61：40．63	 207．6�
58 リンガスウォリアー 牡4栗 57 石川裕紀人伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 6 〃 クビ 8．8�
11 
 フレンドアリス 牝6栗 55 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 460－ 4 〃 ハナ 135．2�
712 スプリッツァー 牡4栗 57 田辺 裕信古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 464－ 21：40．7クビ 15．0�
57 �
 パーセプトロン 牡4鹿 57 田中 勝春杉浦 和也氏 浅野洋一郎 愛 Miss Vivien

Cullen 516－ 21：43．7大差 308．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 50，176，800円 複勝： 106，001，700円 枠連： 16，673，800円
馬連： 87，426，400円 馬単： 49，463，700円 ワイド： 77，489，000円
3連複： 141，913，300円 3連単： 198，167，600円 計： 727，312，300円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

120円
290円 複 勝 �

�
110円
230円 � 180円 枠 連（3－6） 330円

馬 連 �� 790円 馬 単 ��
��

510円
1，060円

ワ イ ド �� 370円 ��
��

290円
810円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ���
���

2，290円
5，990円

票 数

単勝票数 計 501768 的中 � 204989（1番人気）� 47418（3番人気）
複勝票数 計1060017 的中 � 559257（1番人気）� 59814（6番人気）� 89404（2番人気）
枠連票数 計 166738 的中 （3－6） 38631（1番人気）
馬連票数 計 874264 的中 �� 85056（2番人気）
馬単票数 計 494637 的中 �� 37714（2番人気）�� 16637（8番人気）
ワイド票数 計 774890 的中 �� 54580（4番人気）�� 75654（1番人気）�� 21935（10番人気）
3連複票数 計1419133 的中 ��� 64582（2番人気）
3連単票数 計1981676 的中 ��� 31615（1番人気）��� 11865（36番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．2―12．5―12．4―12．3―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．9―48．4―1：00．8―1：13．1―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロワマージュ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Dansili デビュー 2019．12．14 阪神4着

2017．2．4生 牡4鹿 母 エ ヴ ァ モ ア 母母 Reunite 10戦2勝 賞金 21，200，000円
ラパンセソバージュ �

�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Galileo デビュー 2020．2．9 東京3着

2017．4．4生 牡4栗 母 ブラジリアンビューティ 母母 Braziliz 7戦2勝 賞金 11，900，000円
〔騎手変更〕 クリノファイヤー号の騎手柴田善臣は，第3日第9競走での負傷のため原優介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パーセプトロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月7日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 フォーチュネイト号（疾病〔感冒〕のため）

03044 2月7日 晴 良 （3東京1） 第4日 第8競走 2，000�4歳以上2勝クラス
発走14時00分 （芝・左）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：56．1
1：56．1

良
良

55 セイウンヴィーナス 牝4青鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 452－ 62：00．2 6．5�
810 エレヴァテッツァ 牝4鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 2 〃 ハナ 1．8�
66 フェアリーグルーヴ 牝4鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 440＋ 6 〃 クビ 51．3�
78 クロワドフェール 牝4鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 454－ 42：00．41� 4．8�
44 エ ト ワ ー ル 牝5栗 55 戸崎 圭太近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 496＋ 62：00．5クビ 17．0�
77 シャドウアイランド 牝6鹿 55 坂井 瑠星飯塚 知一氏 林 徹 新ひだか 前川 正美 468± 02：00．71� 53．6	
33 ミモザイエロー 牝5栗 55 吉田 豊青芝商事
 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 474＋142：00．8� 4．8�
22 エフティイーリス 牝5黒鹿55 伊藤 工真吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 454± 02：01．22� 35．3�
89 フローズンスタイル 牝4黒鹿54 武藤 雅吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 446－ 82：01．3� 39．1
11 ホクセンジョウオー 牝6黒鹿55 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 486± 02：01．4� 229．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 61，939，500円 複勝： 108，734，800円 枠連： 11，584，100円
馬連： 98，857，300円 馬単： 52，961，500円 ワイド： 75，811，700円
3連複： 129，044，900円 3連単： 243，684，300円 計： 782，618，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 110円 � 710円 枠 連（5－8） 540円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，850円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 31，330円

票 数

単勝票数 計 619395 的中 � 75083（4番人気）
複勝票数 計1087348 的中 � 96279（4番人気）� 564971（1番人気）� 17084（9番人気）
枠連票数 計 115841 的中 （5－8） 16478（3番人気）
馬連票数 計 988573 的中 �� 116936（3番人気）
馬単票数 計 529615 的中 �� 22089（7番人気）
ワイド票数 計 758117 的中 �� 76455（3番人気）�� 6178（27番人気）�� 12309（16番人気）
3連複票数 計1290449 的中 ��� 15087（21番人気）
3連単票数 計2436843 的中 ��� 5639（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―36．8―49．4―1：01．5―1：13．4―1：25．3―1：36．8―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

セイウンヴィーナス �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．8．18 新潟8着

2017．4．13生 牝4青鹿 母 マルモリバニー 母母 ゴールドバニー 12戦3勝 賞金 46，575，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



03045 2月7日 晴 良 （3東京1） 第4日 第9競走 ��
��2，400�ゆ り か も め 賞

発走14時35分 （芝・左）
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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

11 パープルレディー 牝3鹿 54 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 418－ 22：26．9 20．4�
88 レイオブウォーター 牡3青鹿56 C．ルメール 大塚 亮一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 クビ 2．8�
22 サトノフォーチュン 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 494－ 22：27．0� 3．1�
89 ヴェローチェオロ 牡3栗 56 横山 典弘大野 剛嗣氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 466± 02：27．21 5．5�
66 � エアサージュ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド池添 学 米 Winches-

ter Farm 506＋ 2 〃 ハナ 4．7�
33 エイスオーシャン 牡3青鹿56 坂井 瑠星 	サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－122：27．41	 10．5

77 サトノハンター 牡3栗 56 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 518＋102：27．82
 45．3�
55 ルーパステソーロ 牡3芦 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 530－122：28．75 124．6�
44 � ライフサイエンス 牡3鹿 56 横山 武史ゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Cn Farm Ltd 480＋ 42：29．22
 125．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 98，903，600円 複勝： 89，931，000円 枠連： 16，203，200円
馬連： 131，023，500円 馬単： 59，207，300円 ワイド： 80，700，900円
3連複： 168，533，600円 3連単： 295，661，100円 計： 940，164，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 280円 � 130円 � 130円 枠 連（1－8） 1，350円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 6，680円

ワ イ ド �� 770円 �� 610円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 20，410円

票 数

単勝票数 計 989036 的中 � 38759（6番人気）
複勝票数 計 899310 的中 � 56858（6番人気）� 213798（1番人気）� 200780（2番人気）
枠連票数 計 162032 的中 （1－8） 9277（6番人気）
馬連票数 計1310235 的中 �� 39739（11番人気）
馬単票数 計 592073 的中 �� 6647（26番人気）
ワイド票数 計 807009 的中 �� 23609（12番人気）�� 30430（10番人気）�� 115576（1番人気）
3連複票数 計1685336 的中 ��� 74167（6番人気）
3連単票数 計2956611 的中 ��� 10501（88番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．8―12．9―12．3―12．4―12．7―12．7―12．3―12．0―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．8―36．6―49．5―1：01．8―1：14．2―1：26．9―1：39．6―1：51．9―2：03．9―2：15．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パープルレディー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．8．30 新潟2着

2018．2．10生 牝3鹿 母 メ リ ッ サ 母母 ストーミーラン 4戦2勝 賞金 19，503，000円
〔制裁〕 エアサージュ号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：3番）

03046 2月7日 晴 良 （3東京1） 第4日 第10競走 ��
��1，600�

はくれい

白嶺ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス；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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

815 グローリーグローリ 牡6黒鹿57 北村 宏司深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 506＋ 81：36．4 11．2�
47 サンダーブリッツ 牡4黒鹿57 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 502－ 21：36．71� 3．0�
12 セイウンクールガイ 牡6栗 57 内田 博幸西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 B470＋ 81：37．12	 58．0�
510 オーバーディリバー 牡5黒鹿57 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 川島牧場 482± 0 〃 クビ 3．4�
611 グレートウォリアー 牡6鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 512－ 81：37．31
 3．2�
36 トラストロン 牝6黒鹿55 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 462＋ 21：37．51
 21．9	
11 シェパードボーイ 牡5黒鹿57 福永 祐一吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 アタマ 15．6

816 グランソヴァール 牡5芦 57 津村 明秀広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 522＋ 41：37．71	 111．4�
59 ワンダーウマス 牡7鹿 57 �島 良太山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 488± 01：37．8クビ 89．1
24 メガオパールカフェ 牡10栗 57 田中 勝春西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 B542－10 〃 クビ 178．6�
48 グトルフォス 牡5鹿 57 横山 武史林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 514－16 〃 アタマ 66．5�
23 バンブトンハート 牝5青鹿55 柴田 大知樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 498－ 21：38．01 48．7�
713 サンタナブルー 牡9黒鹿57 伊藤 工真 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 484－ 61：38．21 308．2�
612� クリノヒビキ 6栗 57 武士沢友治栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 バンブー牧場 504± 01：38．41	 455．4�
714 クレマンダルザス 8鹿 57 岩田 康誠吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：38．71� 58．1�
35 メダリオンモチーフ 牝6黒鹿55 石川裕紀人吉田 和美氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 444－ 81：41．3大差 74．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，672，500円 複勝： 110，189，500円 枠連： 27，358，300円
馬連： 198，006，300円 馬単： 70，857，400円 ワイド： 123，108，700円
3連複： 297，476，100円 3連単： 354，065，500円 計： 1，261，734，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 300円 � 150円 � 910円 枠 連（4－8） 1，830円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 650円 �� 6，330円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 24，210円 3 連 単 ��� 154，820円

票 数

単勝票数 計 806725 的中 � 57442（4番人気）
複勝票数 計1101895 的中 � 89011（5番人気）� 251716（2番人気）� 23602（9番人気）
枠連票数 計 273583 的中 （4－8） 11586（8番人気）
馬連票数 計1980063 的中 �� 81129（6番人気）
馬単票数 計 708574 的中 �� 11020（17番人気）
ワイド票数 計1231087 的中 �� 52307（5番人気）�� 4790（44番人気）�� 12887（23番人気）
3連複票数 計2974761 的中 ��� 9215（59番人気）
3連単票数 計3540655 的中 ��� 1658（330番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．1―35．7―47．6―59．6―1：11．9―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グローリーグローリ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．8．27 小倉9着

2015．2．26生 牡6黒鹿 母 チャームピクチャー 母母 サンドピクチャー 27戦4勝 賞金 82，661，000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 エクスパートラン号・ジェミニズ号・ツブラナヒトミ号・フィールザファラオ号・フラワーストリーム号・

プロスパラスデイズ号

２レース目



03047 2月7日 晴 良 （3東京1） 第4日 第11競走 ��
��1，600�第71回東 京 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過
額2，000万円毎1�増，�：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）

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

510 カ ラ テ 牡5黒鹿56 菅原 明良小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 530＋ 21：32．4 11．6�
24 カ テ ド ラ ル 牡5鹿 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 アタマ 34．2�
611 シャドウディーヴァ 牝5黒鹿54 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：32．61	 7．2�
713 ヴァンドギャルド 牡5鹿 57 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 478＋ 41：32．7
 2．7�
35 ト ラ イ ン 牡6鹿 56 横山 典弘大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 460＋ 41：32．8
 23．2	
816 サトノインプレッサ 牡4黒鹿56 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 476－ 21：32．9
 24．2

612� トリプルエース 牡4青鹿56 C．ルメールゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 506＋ 2 〃 クビ 4．6�
59 サトノアーサー 牡7青鹿57 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482－181：33．01 32．9�
12 サトノウィザード 牡5鹿 56 �島 良太 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 B494＋ 41：33．1
 8．6
36 プロディガルサン 牡8鹿 56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B524＋22 〃 ハナ 151．9�
714 エントシャイデン 牡6芦 56 川須 栄彦前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 81：33．31 20．6�
23 ロードマイウェイ 牡5鹿 57 横山 武史 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 476－ 61：33．51 28．7�
48 ニシノデイジー 牡5鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 494＋ 4 〃 クビ 68．7�
11 ダイワキャグニー 7黒鹿58 内田 博幸大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B500－ 21：33．6� 12．9�
47 ショウナンライズ 牡8栗 56 大野 拓弥国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 478－ 2 〃 ハナ 450．8�
815 エメラルファイト 牡5芦 56 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B470± 01：33．7クビ 297．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 284，997，000円 複勝： 404，183，100円 枠連： 154，331，000円 馬連： 896，099，800円 馬単： 294，910，600円
ワイド： 610，929，300円 3連複： 1，749，407，100円 3連単： 2，002，124，200円 5重勝： 794，478，300円 計： 7，191，460，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 380円 � 740円 � 240円 枠 連（2－5） 5，340円

馬 連 �� 26，740円 馬 単 �� 43，140円

ワ イ ド �� 6，430円 �� 1，380円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 45，560円 3 連 単 ��� 267，610円

5 重 勝
対象競走：中京10R／東京10R／小倉11R／中京11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 1，885，200円

票 数

単勝票数 計2849970 的中 � 195018（5番人気）
複勝票数 計4041831 的中 � 274063（6番人気）� 126577（12番人気）� 504340（3番人気）
枠連票数 計1543310 的中 （2－5） 22385（18番人気）
馬連票数 計8960998 的中 �� 25967（61番人気）
馬単票数 計2949106 的中 �� 5127（110番人気）
ワイド票数 計6109293 的中 �� 24036（60番人気）�� 116773（17番人気）�� 54712（35番人気）
3連複票数 計17494071 的中 ��� 28793（136番人気）
3連単票数 計20021242 的中 ��� 5424（770番人気）
5重勝票数 計7944783 的中 ����� 295

ハロンタイム 12．3―11．2―11．4―11．7―11．5―11．2―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―34．9―46．6―58．1―1：09．3―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．3
3 1（12，15）5，10（8，13）（7，16）（4，11）14，3，9，2，6 4 1（12，15）（5，10）13（8，7，16）（4，11）（14，3）－（9，2）6

勝馬の
紹 介

カ ラ テ �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．11 新潟13着

2016．5．27生 牡5黒鹿 母 レディーノパンチ 母母 レイサッシュ 23戦5勝 賞金 88，125，000円
〔制裁〕 カラテ号の騎手菅原明良は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

03048 2月7日 晴 良 （3東京1） 第4日 第12競走 1，300�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 550，000
550，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

612� ボンボンショコラ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介田頭 勇貴氏 小崎 憲 新冠 武田牧場 472＋ 21：18．5 21．4�
510 アストロブレイク 牡4栗 57 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 相沢 郁 日高 川端 正博 494± 0 〃 クビ 7．6�
714 モリトユウブ 牡6鹿 57 内田 博幸吉川 朋宏氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 498＋ 21：18．6クビ 10．1�
23 ナイスプリンセス 牝5鹿 55 丸田 恭介田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 462－ 81：19．02� 32．9�
815 ディスモーメント 牡5黒鹿57 杉原 誠人大塚 亮一氏 宮田 敬介 浦河 杵臼牧場 530－ 4 〃 クビ 8．9�
816 オレノマニラ 牡6栗 57

56 ☆菅原 明良諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 446＋ 8 〃 同着 58．3	
47 ヨ ン ク 牡5鹿 57 石川裕紀人古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 502－ 2 〃 ハナ 18．4

11 パルディエス �4鹿 57 大野 拓弥吉田 照哉氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 460＋ 41：19．1クビ 51．8�
713 フジノタカネ 牡5芦 57 C．ルメール 星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B524－141：19．2� 3．4�
48 ミツカネプリンス 牡4芦 57 横山 武史小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 456＋ 41：19．3� 9．7
59 ド ラ セ ナ �6黒鹿57 坂井 瑠星林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 490＋ 2 〃 クビ 29．2�
36 カシノブレンド �5芦 57 武士沢友治柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 456＋ 81：19．51� 118．6�
12 アポロチーター 牡5栗 57 木幡 巧也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 536＋ 61：19．81� 17．1�
35 コスモリモーネ 牡4栗 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 514－ 21：20．43� 142．9�
611 デルマクリスタル 牝4青鹿55 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 474－ 41：23．3大差 4．2�
24 � ノーザンヴィグラス 牡4鹿 57 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 新冠 ハクツ牧場 518＋ 91：24．89 140．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 153，571，200円 複勝： 210，301，900円 枠連： 62，241，200円
馬連： 312，510，100円 馬単： 115，255，300円 ワイド： 269，784，500円
3連複： 514，873，000円 3連単： 571，290，900円 計： 2，209，828，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 760円 � 290円 � 300円 枠 連（5－6） 1，110円

馬 連 �� 9，900円 馬 単 �� 20，930円

ワ イ ド �� 3，430円 �� 3，500円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 29，770円 3 連 単 ��� 189，810円

票 数

単勝票数 計1535712 的中 � 57156（9番人気）
複勝票数 計2103019 的中 � 63531（11番人気）� 207757（3番人気）� 190312（4番人気）
枠連票数 計 622412 的中 （5－6） 43154（5番人気）
馬連票数 計3125101 的中 �� 24447（37番人気）
馬単票数 計1152553 的中 �� 4130（74番人気）
ワイド票数 計2697845 的中 �� 20059（39番人気）�� 19649（40番人気）�� 51410（12番人気）
3連複票数 計5148730 的中 ��� 12971（98番人気）
3連単票数 計5712909 的中 ��� 2182（627番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．3―30．2―42．4―54．4―1：06．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ボンボンショコラ �
�
父 ノーザンリバー �

�
母父 フォーティナイナー

2017．5．5生 牝4黒鹿 母 ベ ネ ラ 母母 ダーケストスター 4戦2勝 賞金 19，000，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 オレノマニラ号の騎手柴田善臣は，第3日第9競走での負傷のため菅原明良に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマクリスタル号・ノーザンヴィグラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

3月7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 スズカゴーディー号・ダウンタウンプリマ号・ブーザー号・リュウノゾロ号

５レース目



（3東京1）第4日 2月7日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

248，640，000円
5，620，000円
25，890，000円
1，640，000円
29，420，000円
72，628，500円
5，112，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
1，044，014，300円
1，512，697，300円
380，378，400円
2，189，545，400円
859，948，700円
1，654，354，700円
3，714，034，900円
4，487，033，900円
794，478，300円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 16，636，485，900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4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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