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03073 2月20日 晴 良 （3東京1） 第7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

714 マイステージ 牝3鹿 54
51 ▲原 優介冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 422＋221：26．4 183．2�

816 ボ レ ロ 牝3鹿 54
51 ▲小林 脩斗�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 454－ 4 〃 � 9．4�

59 ノアファンタジー 牝3鹿 54 柴田 善臣佐山 公男氏 大江原 哲 新ひだか 原口牧場 468± 01：26．71� 10．2�
12 レ コ レ ー タ 牝3栗 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋101：26．91 5．0�
11 カーラミーア 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442＋ 8 〃 クビ 68．6	
24 ビーマイセルフ 牝3青鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 444＋ 4 〃 クビ 7．8

23 トーセンアルル 牝3栗 54 三浦 皇成島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 488± 01：27．0クビ 11．7�
35 ナンノコレシキ 牝3黒鹿54 横山 武史宮城 寛也氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル 456－ 4 〃 クビ 2．2
815 ステディシュシュ 牝3鹿 54 柴田 大知亀岡 和彦氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：27．1� 19．3�
510 ゴールデンシエロ 牝3栗 54 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 新ひだか 坂本 智広 496－121：28．05 67．6�
713 ホープケツァール 牝3栗 54 丸田 恭介 �愛馬レーシングクラブ 奥村 武 新ひだか 矢野牧場 458－ 41：28．32 17．3�
48 ノーブルファミリー 牝3青 54 岩田 望来�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 2 〃 クビ 200．3�
611 ネロメルレット 牝3青 54 木幡 巧也髙樽さゆり氏 松山 将樹 浦河 ディアレスト

クラブ 422± 01：29．04 35．8�
47 ノアジェニシス 牝3栗 54 武士沢友治佐山 公男氏 堀井 雅広 新ひだか 田中 裕之 448－121：29．21 343．9�
36 プーフルフル 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 宗像 義忠 新ひだか 神垣 道弘 418－ 21：29．3� 599．5�
612 パンナコッタ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 西村牧場 402－181：33．6大差 526．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，022，900円 複勝： 72，401，800円 枠連： 14，359，500円
馬連： 70，028，300円 馬単： 32，312，300円 ワイド： 65，964，300円
3連複： 115，660，900円 3連単： 120，249，400円 計： 530，999，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 18，320円 複 勝 � 4，000円 � 310円 � 370円 枠 連（7－8） 3，010円

馬 連 �� 81，240円 馬 単 �� 164，850円

ワ イ ド �� 14，610円 �� 30，860円 �� 990円

3 連 複 ��� 227，670円 3 連 単 ��� 2，812，280円

票 数

単勝票数 計 400229 的中 � 1747（12番人気）
複勝票数 計 724018 的中 � 4065（12番人気）� 67664（5番人気）� 54428（6番人気）
枠連票数 計 143595 的中 （7－8） 3697（13番人気）
馬連票数 計 700283 的中 �� 668（62番人気）
馬単票数 計 323123 的中 �� 147（123番人気）
ワイド票数 計 659643 的中 �� 1137（57番人気）�� 537（74番人気）�� 18009（10番人気）
3連複票数 計1156609 的中 ��� 381（201番人気）
3連単票数 計1202494 的中 ��� 31（1505番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．3―48．8―1：01．2―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイステージ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2020．9．27 中山11着

2018．4．15生 牝3鹿 母 トシキャンディ 母母 コ ル チ カ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パンナコッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月20日まで平地競走に

出走できない。

03074 2月20日 晴 良 （3東京1） 第7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

714 エストレラブレイン 牡3栗 56 三浦 皇成エンジェルレーシング� 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 522 ―1：29．0 3．6�
36 キングスハンド 牡3黒鹿56 江田 照男 IHR 田村 康仁 浦河 村中牧場 B448 ―1：29．21 52．1�
816 サイレントギフト 牡3青 56 石川裕紀人キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 丸村村下

ファーム 478 ―1：29．3� 15．8�
510 ベルベストエバー 牡3栗 56 内田 博幸宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 新ひだか 高橋フアーム 516 ―1：29．83 9．0�
59 ニャンニャン 牝3栗 54 丸田 恭介大田 恭充氏 浅野洋一郎 日高 山田 政宏 416 ―1：30．22� 75．2�
612 キ ー ム ベ イ 牡3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 522 ―1：30．51� 5．1	
47 プ レ ナ イ ト 牝3鹿 54 杉原 誠人重松 國建氏 加藤 和宏 浦河 山口 義彦 486 ―1：30．71 200．8

24 ヴィグラスレディー 牝3青鹿54 田中 勝春小林 博雄氏 古賀 史生 新ひだか タイヘイ牧場 460 ― 〃 ハナ 25．4�
611 ウインモリオン 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 462 ― 〃 クビ 16．3�
23 キヒンシツノオンナ 牝3青鹿54 武士沢友治前田 良平氏 勢司 和浩 新冠 大林ファーム 446 ―1：30．8� 106．3
713 サピエンシア 牝3栗 54 野中悠太郎水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 446 ―1：31．33 27．3�
35 シオンデゴー 牝3青 54

51 ▲原 優介西本 資史氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 424 ―1：31．61� 88．5�
12 レオラピッド 牡3黒鹿56 岩部 純二�レオ 奥平 雅士 浦河 中村 雅明 516 ―1：31．7クビ 131．4�
815 マ リ ー チ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�磯波勇F 深山 雅史 日高 天羽 禮治 430 ―1：31．8� 149．7�
48 ノルトエンデ 牡3芦 56 M．デムーロ �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 512 ―1：33．39 2．5�
11 フクシマグラチャン 牝3鹿 54 的場 勇人西本 資史氏 的場 均 浦河トラストスリーファーム 470 ―1：33．93� 196．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，158，900円 複勝： 37，987，300円 枠連： 11，287，700円
馬連： 48，715，200円 馬単： 24，976，500円 ワイド： 38，931，400円
3連複： 68，891，800円 3連単： 76，952，500円 計： 339，901，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 850円 � 370円 枠 連（3－7） 5，210円

馬 連 �� 11，010円 馬 単 �� 15，510円

ワ イ ド �� 2，680円 �� 670円 �� 4，690円

3 連 複 ��� 30，190円 3 連 単 ��� 175，990円

票 数

単勝票数 計 321589 的中 � 70038（2番人気）
複勝票数 計 379873 的中 � 74169（2番人気）� 9324（9番人気）� 24770（5番人気）
枠連票数 計 112877 的中 （3－7） 1677（17番人気）
馬連票数 計 487152 的中 �� 3428（24番人気）
馬単票数 計 249765 的中 �� 1207（44番人気）
ワイド票数 計 389314 的中 �� 3639（26番人気）�� 15783（6番人気）�� 2059（36番人気）
3連複票数 計 688918 的中 ��� 1711（71番人気）
3連単票数 計 769525 的中 ��� 317（367番人気）

ハロンタイム 13．1―12．5―13．1―12．9―12．2―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．1―25．6―38．7―51．6―1：03．8―1：16．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エストレラブレイン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Shamardal 初出走

2018．3．22生 牡3栗 母 ライヴマジック 母母 トゥルーファンタジー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 エストレラブレイン号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 エストレラブレイン号は，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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エナジーボーイ号・オゲンキデスカ号・セレニティーアスク号・ナリノストーム号・ハクサンスウィープ号・

ピヨピヨピピピ号・フォーエバーコール号

第１回 東京競馬 第７日



03075 2月20日 晴 良 （3東京1） 第7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

47 テイルウインド 牡3青鹿56 川田 将雅高橋 文男氏 武藤 善則 日高 門別 敏朗 484－ 21：38．8 3．4�
35 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 484－ 4 〃 クビ 5．7�
815 ロ ン コ ー ネ 牡3黒鹿56 津村 明秀ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 486－ 41：39．01 15．2�
48 ジンジャーブラッド 牝3黒鹿54 丸山 元気小川眞査雄氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 546＋ 6 〃 アタマ 10．3�
11 ズールウォリアー 牡3黒鹿56 横山 武史 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 474＋ 61：39．53 30．4�
59 ジ ュ ン ゼ ロ 牡3鹿 56 吉田 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 504－ 81：40．45 4．2	
612 イ ワ ナ 牡3鹿 56 岩田 望来越村 哲男氏 久保田貴士 日高 新井 昭二 476＋ 2 〃 クビ 154．7

611 コンピエーニュ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン
牧場 496－ 41：40．5� 333．6�

713 ラインプリンス 牡3鹿 56 三浦 皇成大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 488＋ 6 〃 アタマ 6．3�
714 タイドオブタイム 牡3黒鹿56 野中悠太郎ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B492± 01：40．92� 141．9
12 ハッピーアナザー 牡3栗 56 大野 拓弥永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 2 〃 ハナ 25．6�
816 スノームーンライト 牡3黒鹿56 石橋 脩堀江 貞幸氏 高橋 文雅 むかわ 宇南山牧場 512＋101：41．11 71．3�
510 タックスリファンド 牡3黒鹿56 松若 風馬フィールドレーシング 武井 亮 新ひだか 北洋牧場 500± 0 〃 アタマ 240．9�
24 ペイシャレン 牝3栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 448－ 21：41．84 159．4�
23 � ショベルヘッド �3鹿 56 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Siena

Farms LLC 456－12 〃 クビ 8．6�
36 ビップアトレー 牝3栗 54 田中 勝春鈴木 邦英氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 410－ 21：46．7大差 209．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，702，300円 複勝： 71，717，600円 枠連： 12，711，300円
馬連： 65，343，600円 馬単： 25，821，500円 ワイド： 57，586，800円
3連複： 97，748，700円 3連単： 94，025，300円 計： 467，657，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 200円 � 350円 枠 連（3－4） 1，020円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，210円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 5，870円 3 連 単 ��� 25，640円

票 数

単勝票数 計 427023 的中 � 98737（1番人気）
複勝票数 計 717176 的中 � 148707（2番人気）� 94482（3番人気）� 41331（7番人気）
枠連票数 計 127113 的中 （3－4） 9581（3番人気）
馬連票数 計 653436 的中 �� 40830（3番人気）
馬単票数 計 258215 的中 �� 8101（4番人気）
ワイド票数 計 575868 的中 �� 31626（3番人気）�� 11927（17番人気）�� 9041（20番人気）
3連複票数 計 977487 的中 ��� 12488（21番人気）
3連単票数 計 940253 的中 ��� 2658（92番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―12．5―13．1―12．9―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．1―47．6―1：00．7―1：13．6―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイルウインド �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．6．27 東京7着

2018．2．28生 牡3青鹿 母 スターウインド 母母 チェイスザウインド 4戦1勝 賞金 7，610，000円
〔騎手変更〕 テイルウインド号の騎手武藤雅は，負傷のため川田将雅に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビップアトレー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月20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） 2頭 モモエチャン号・レッドアウレア号
（非抽選馬） 3頭 ニシノカシン号・ハラジュク号・メレカリキマカ号

03076 2月20日 晴 良 （3東京1） 第7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

816 ハコダテブショウ 牡3鹿 56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 B488＋101：25．1 53．3�
36 マイグレーション 牡3黒鹿56 丸山 元気野村 茂雄氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 494± 01：25．52� 188．0�
48 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 500＋ 21：25．6� 34．7�
612 プルスウルトラ 牡3栗 56 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 510－ 61：25．7クビ 8．5�
47 メタスペクター 牡3芦 56 野中悠太郎松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 456－ 81：26．12� 61．3�
23 シーオブドリームス 牝3青鹿54 津村 明秀�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 474－ 2 〃 ハナ 4．0	
510 サッビアマーゴ 牡3栗 56 石橋 脩西森 功氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 536－ 61：26．31� 64．4

714 パ ル デ ン ス 牡3鹿 56 柴田 善臣山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 494＋ 21：26．51� 6．4�
35 セイウンロミオ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 520± 01：26．6� 50．3�
815 ア イ ス マ ン 牡3芦 56 M．デムーロ岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 450－ 81：26．81 26．1
11 キ テ ィ ラ 牝3栗 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 清水 英克 新ひだか 畠山牧場 440－ 41：27．12 59．4�
24 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 496－ 41：27．31� 10．6�
713 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± 01：27．61� 3．7�
59 テンウォークライ 牡3栗 56 C．ルメール 天白 泰司氏 金成 貴史 日高 木村牧場 478＋12 〃 クビ 5．8�
611 ヒロインカラーズ 牝3黒鹿54 柴田 大知鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 61：28．13 246．6�
12 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 B470－ 21：29．05 28．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，899，800円 複勝： 84，667，100円 枠連： 18，446，100円
馬連： 77，088，600円 馬単： 31，017，000円 ワイド： 75，588，100円
3連複： 118，793，800円 3連単： 114，421，500円 計： 566，922，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，330円 複 勝 � 1，410円 � 5，020円 � 1，050円 枠 連（3－8） 16，970円

馬 連 �� 218，040円 馬 単 �� 298，240円

ワ イ ド �� 37，610円 �� 22，700円 �� 61，530円

3 連 複 ��� 1，619，910円 3 連 単 ��� 20，738，890円

票 数

単勝票数 計 468998 的中 � 7030（11番人気）
複勝票数 計 846671 的中 � 16047（10番人気）� 4341（15番人気）� 22001（9番人気）
枠連票数 計 184461 的中 （3－8） 842（31番人気）
馬連票数 計 770886 的中 �� 274（109番人気）
馬単票数 計 310170 的中 �� 78（210番人気）
ワイド票数 計 755881 的中 �� 519（106番人気）�� 861（97番人気）�� 317（114番人気）
3連複票数 計1187938 的中 ��� 55（519番人気）
3連単票数 計1144215 的中 ��� 4（3257番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．9―48．4―1：00．3―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．7
3 16，6（3，7，11）（4，2，8）1，5（13，9）12，15，10－14 4 16，6（7，11，8）3（1，4，2）13（12，5）（10，9）15，14

勝馬の
紹 介

ハコダテブショウ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2020．11．23 東京3着

2018．4．25生 牡3鹿 母 イチノヤジョウ 母母 ラブラブジョウ 4戦2勝 賞金 14，200，000円
〔騎手変更〕 テンウォークライ号の騎手武藤雅は，負傷のためC．ルメールに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 エリオット号・コスモクーシェリ号・コモレビキラリ号・ジェイケイマクフィ号・ジェセニア号・フクウン号



03077 2月20日 晴 良 （3東京1） 第7日 第5競走 1，800�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
1：44．2
1：43．9

良
良

11 トゥーフェイス 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 480－ 21：48．3 1．7�
12 グランオフィシエ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 454± 01：48．62 11．6�
36 ミッキーセサミ 牡3青鹿56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 476± 01：48．81� 7．6�
59 ガ ン ダ ル フ 牡3鹿 56 横山 武史 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486－ 21：49．01� 4．4�
510 サトノミューズ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 奥村 武 千歳 社台ファーム 428－ 41：49．31� 298．8	

816 ララパピヨンドメル 牝3鹿 54 岩田 望来フジイ興産� 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 448－ 41：49．4� 35．1

（法942）

713 ヤマノグリッターズ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行澤村 敏雄氏 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 496＋ 41：49．5� 58．9�
48 スフリエール 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456－ 21：49．71� 28．6�
611 ディープアゲイン 牡3鹿 56 津村 明秀田村 彰夫氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 504－ 21：49．91� 123．6
714 リオアビセオ 牝3栗 54 丸山 元気�G1レーシング 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：50．0� 127．0�
612 サトルアプローチ 牡3鹿 56 木幡 巧也吉田 千津氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 456－101：50．1� 297．9�
23 ベアーズブリーチ 牝3黒鹿54 M．デムーロ �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 472 ―1：50．2クビ 23．8�
35 トンデンカムオン 牡3青鹿56 野中悠太郎松山 増男氏 根本 康広 新ひだか 城地牧場 514＋221：50．41� 418．4�
815 シ ラ ク ー ザ 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 522 ―1：51．14 11．9�
24 ロ ー ゼ オ 牡3鹿 56 内田 博幸宮田 大三氏 黒岩 陽一 新ひだか フジワラフアーム 464 ― 〃 クビ 162．2�
47 リトルロータス 牝3鹿 54 嶋田 純次榊原源一郎氏 松永 康利 新冠 オリエント牧場 408＋121：51．63 372．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，574，300円 複勝： 113，172，700円 枠連： 15，064，100円
馬連： 68，199，400円 馬単： 39，850，500円 ワイド： 59，827，900円
3連複： 98，376，000円 3連単： 152，375，300円 計： 597，440，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 180円 枠 連（1－1） 870円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 340円 �� 260円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 5，040円

票 数

単勝票数 計 505743 的中 � 229898（1番人気）
複勝票数 計1131727 的中 � 590355（1番人気）� 79813（4番人気）� 94755（3番人気）
枠連票数 計 150641 的中 （1－1） 13291（4番人気）
馬連票数 計 681994 的中 �� 57346（3番人気）
馬単票数 計 398505 的中 �� 25164（4番人気）
ワイド票数 計 598279 的中 �� 46512（3番人気）�� 64159（2番人気）�� 14320（10番人気）
3連複票数 計 983760 的中 ��� 51209（3番人気）
3連単票数 計1523753 的中 ��� 21904（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―37．0―49．3―1：01．6―1：13．7―1：25．4―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

トゥーフェイス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．6．6 東京9着

2018．2．26生 牡3鹿 母 マ ス ク オ フ 母母 ビハインドザマスク 5戦1勝 賞金 11，100，000円
〔騎手変更〕 ベアーズブリーチ号の騎手武藤雅は，負傷のためM．デムーロに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アイワナスマイル号・コニャック号・サイウン号・シルバースピリット号・シルブロン号・ノアブラック号・

バーガンディ号・ベルウッドエオ号

03078 2月20日 晴 良 （3東京1） 第7日 第6競走 ��1，600�3歳未勝利
発走13時05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 リュクスフレンド 牝3鹿 54 岩田 望来田畑 憲士氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 464＋ 21：34．2 10．1�
714 ボルゾーバー 牡3鹿 56 M．デムーロ尾上 寿夫氏 金成 貴史 浦河 荻伏三好フ

アーム 462－ 21：34．51� 6．0�
510 ヴ ル カ ー ノ 牡3鹿 56 柴田 善臣宮田 守氏 稲垣 幸雄 青森 大西興産 484－ 6 〃 クビ 12．1�
815 マイネルダンク 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 438± 01：34．71� 14．0�
35 スマートワン 牡3青鹿56 内田 博幸橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 468＋ 21：34．8� 9．5�
47 ダノンヴェロシティ 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 萩原 清 浦河 三嶋牧場 446＋181：35．01� 18．5	
36 ディアマンテール 牡3青鹿56 三浦 皇成 
サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490－ 41：35．21� 2．2�
11 ブライズルーム 牝3黒鹿54 松若 風馬
ヤナガワ牧場 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 424－121：35．3クビ 78．0�
12 ホウオウジュレップ 牝3芦 54 木幡 巧也小笹 芳央氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 408－ 21：35．4� 103．4
48 アルマヴァーゴ 牝3鹿 54 丸山 元気コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 小島牧場 434＋ 61：35．61� 215．6�
611 タイセイジェニー 牝3青鹿54 石橋 脩田中 成奉氏 池上 昌和 新冠 アラキフアーム 432＋ 2 〃 ハナ 38．0�
24 ジャストメイビー 牝3鹿 54 大野 拓弥ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 21：36．23� 36．2�
59 スターリーアイズ 牝3鹿 54 石川裕紀人 
ビッグレッドファーム 稲垣 幸雄 登別 登別上水牧場 456± 0 〃 クビ 38．6�
612 フロスティクォーツ 牡3黒鹿56 横山 武史ライオンレースホース� 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 472－ 2 〃 クビ 9．2�
816 ド ナ テ ッ ラ 牝3鹿 54 吉田 豊 �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 462－ 21：36．62 99．0�
23 ヤサカエミュー 牝3栗 54

51 ▲原 優介志邑 宣彦氏 武藤 善則 新冠 小泉牧場 418－101：37．02� 320．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，459，800円 複勝： 72，529，800円 枠連： 16，974，200円
馬連： 74，181，600円 馬単： 31，345，300円 ワイド： 66，865，800円
3連複： 109，724，200円 3連単： 119，947，800円 計： 539，028，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 260円 � 200円 � 320円 枠 連（7－7） 3，080円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 5，500円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，550円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 10，160円 3 連 単 ��� 58，280円

票 数

単勝票数 計 474598 的中 � 37486（5番人気）
複勝票数 計 725298 的中 � 71662（3番人気）� 108320（2番人気）� 53584（6番人気）
枠連票数 計 169742 的中 （7－7） 4258（11番人気）
馬連票数 計 741816 的中 �� 16885（11番人気）
馬単票数 計 313453 的中 �� 4268（18番人気）
ワイド票数 計 668658 的中 �� 17238（10番人気）�� 10942（17番人気）�� 14780（13番人気）
3連複票数 計1097242 的中 ��� 8095（35番人気）
3連単票数 計1199478 的中 ��� 1492（177番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．3―11．7―11．8―11．7―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．6―46．3―58．1―1：09．8―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．1
3 9，12（10，16）（14，15）5，11，7（2，8，13）（4，6）－（1，3） 4 9，12（10，16）（5，14，15）11（2，7）（8，13）（4，6）1，3

勝馬の
紹 介

リュクスフレンド �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Xaar デビュー 2020．11．23 東京2着

2018．2．23生 牝3鹿 母 ウェイクアップマギー 母母 Kalagold 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔騎手変更〕 アルマヴァーゴ号の騎手武藤雅は，負傷のため丸山元気に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アベレージマーク号・カルタゴ号・シーチェンジ号・トーセンメラニー号



03079 2月20日 晴 良 （3東京1） 第7日 第7競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時35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
1：33．8
1：33．3

重
良

24 クリノプレミアム 牝4栗 55 M．デムーロ栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社
吉田ファーム 476＋ 61：37．6 5．8�

510 ビバヴィットーリオ 牡4鹿 57 川田 将雅平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 522－ 81：38．02� 10．4�
35 ウインドジャマー �4鹿 57 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 504＋ 61：38．21� 1．9�
612 サイモンルグラン 牡4鹿 57 蛯名 正義澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 508± 0 〃 ハナ 11．2�
714 エンジェルサークル 牝4黒鹿55 丸山 元気吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 450＋ 61：38．3� 20．4�
23 ペルセウスシチー 牡4黒鹿57 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B472± 01：38．4� 7．0	
611 ジェイケイエース 牡5鹿 57 木幡 巧也小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 542－ 21：38．72 18．6

815 シュッドヴァデル 牡5鹿 57 津村 明秀河合 裕明氏 松山 将樹 新冠 マリオステー

ブル 510－ 21：38．8クビ 34．1�
713� プ ロ ー ス 牡5栗 57 野中悠太郎髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 518＋121：39．01� 235．7�
12 ミストラルウインド 牡4青鹿 57

54 ▲原 優介島川 哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 466－ 4 〃 アタマ 45．7�

47 � ノーブルライラック 牝4鹿 55 江田 照男吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー
クスタツド 466± 01：39．1クビ 79．3�

816 カイトレッド 牝4鹿 55 北村 宏司本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 456－ 6 〃 クビ 37．5�
11 アイアムイチオシ 牡4鹿 57 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 534＋ 61：39．2クビ 122．7�
59 � サンドストーム 牡4黒鹿57 松若 風馬古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 漆原 武男 448＋121：39．41� 242．9�
48 フォアシュピール 牡4黒鹿57 岩田 望来 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B466＋ 61：39．82 36．5�
36 � クラウドナイン 牡5鹿 57

54 ▲小林 脩斗平田 修氏 久保田貴士 浦河 高松牧場 B412－ 41：40．43� 378．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，379，400円 複勝： 97，507，800円 枠連： 19，235，000円
馬連： 79，346，500円 馬単： 38，324，300円 ワイド： 68，102，500円
3連複： 115，611，200円 3連単： 155，471，100円 計： 619，977，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 210円 � 110円 枠 連（2－5） 2，720円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 7，810円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 250円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 18，430円

票 数

単勝票数 計 463794 的中 � 63791（2番人気）
複勝票数 計 975078 的中 � 89474（2番人気）� 53992（4番人気）� 551716（1番人気）
枠連票数 計 192350 的中 （2－5） 5473（10番人気）
馬連票数 計 793465 的中 �� 14224（13番人気）
馬単票数 計 383243 的中 �� 3677（20番人気）
ワイド票数 計 681025 的中 �� 12969（14番人気）�� 80434（1番人気）�� 38812（4番人気）
3連複票数 計1156112 的中 ��� 49277（3番人気）
3連単票数 計1554711 的中 ��� 6114（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．9―48．1―1：00．2―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4F49．5―3F37．4
3 4，10，8（5，14）1，12（7，16）15，3（9，13）（6，11）2 4 4，10，8（5，14）（7，12）16，1（3，15）－（9，13）（2，6，11）

勝馬の
紹 介

クリノプレミアム �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．10．5 東京5着

2017．3．23生 牝4栗 母 ダンシングクイーン 母母 パーフェクトワールド 9戦2勝 賞金 25，162，000円
〔騎手変更〕 ノーブルライラック号の騎手武藤雅は，負傷のため江田照男に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マロリン号
（非抽選馬） 5頭 サトノレガリア号・ジャストポケット号・ジューンバラード号・セイカタチバナ号・マイネルイリャルギ号

03080 2月20日 晴 良 （3東京1） 第7日 第8競走 ��2，100�4歳以上2勝クラス
発走14時05分 （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

12 モ ル タ ル 牡4芦 56 C．ルメール 阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 476± 02：12．0 2．2�
24 トレイントレイン 牡5黒鹿57 内田 博幸�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B520± 0 〃 ハナ 30．7�
816 フィストバンプ 牡5青鹿57 木幡 巧也小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 490± 0 〃 ハナ 71．3�
815 サンビュート �4栗 56 北村 宏司 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 株式会社

ケイズ 498＋ 42：12．31� 15．3�
47 アポロティアモ 牡4栗 56 岩田 望来アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 496－ 22：12．51� 5．6�
59 インナーアリュール 牡4鹿 56

55 ☆木幡 育也平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 478－ 22：12．81� 32．3	
23 	 シャドウアロング �5鹿 57 丸山 元気飯塚 知一氏 林 徹 千歳 社台ファーム B458－ 62：12．9
 254．9

35 コバルトブルー 牡5栗 57 石川裕紀人青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 462± 02：13．22 8．0�
48 フリーフロー 牡4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 476－ 22：13．41� 17．9�
11 	 ディスカバー �7鹿 57

54 ▲原 優介村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B468± 02：13．61
 105．9
612 ジ ャ ッ ジ 牡4鹿 56 柴田 大知田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 520＋242：13．7クビ 9．8�
713 モ ク レ レ �7黒鹿57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514－ 2 〃 クビ 9．2�
611 クロカドッグ 牡4鹿 56 野中悠太郎�ヒダカファーム竹内 正洋 日高 槇本牧場 522－ 22：14．12
 167．4�
510 レッドエンヴィー 牡5鹿 57 横山 武史 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496＋ 62：14．41� 21．4�
36 ナックジーニアス 牡4栗 56 田中 勝春小松 欣也氏 宗像 義忠 新冠 守矢牧場 518－ 42：14．5クビ 45．8�
714 リ ス ペ ク ト 牡4鹿 56 津村 明秀石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 476＋142：17．1大差 55．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，483，200円 複勝： 74，425，500円 枠連： 16，699，000円
馬連： 97，013，400円 馬単： 39，463，400円 ワイド： 74，721，000円
3連複： 141，490，000円 3連単： 155，620，800円 計： 651，916，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 620円 � 1，310円 枠 連（1－2） 3，670円

馬 連 �� 4，550円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 3，800円 �� 17，090円

3 連 複 ��� 62，820円 3 連 単 ��� 202，550円

票 数

単勝票数 計 524832 的中 � 183408（1番人気）
複勝票数 計 744255 的中 � 209450（1番人気）� 24555（9番人気）� 10772（14番人気）
枠連票数 計 166990 的中 （1－2） 3525（17番人気）
馬連票数 計 970134 的中 �� 16490（16番人気）
馬単票数 計 394634 的中 �� 5314（16番人気）
ワイド票数 計 747210 的中 �� 13930（14番人気）�� 5038（40番人気）�� 1104（88番人気）
3連複票数 計1414900 的中 ��� 1689（166番人気）
3連単票数 計1556208 的中 ��� 557（609番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．9―18．1―30．7―43．2―55．8―1：08．8―1：21．5―1：33．8―1：46．0―1：58．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モ ル タ ル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．8．18 札幌11着

2017．3．4生 牡4芦 母 グローバルピース 母母 エミネントガール 12戦3勝 賞金 34，530，000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 デストロイ号



03081 2月20日 晴 良 （3東京1） 第7日 第9競走 ��
��2，000�フ リ ー ジ ア 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 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

33 レインフロムヘヴン 牡3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 62：00．3 6．6�

34 イルーシヴパンサー 牡3黒鹿56 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 478＋242：00．4� 7．8�
22 アンダープロット 牡3黒鹿56 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 ハナ 2．5�
45 グローリアスサルム 牝3青鹿54 吉田 豊日下部勝德氏 小島 茂之 新冠 有限会社 大

作ステーブル 446－ 22：00．71� 48．8�
69 スペシャルドラマ 牡3鹿 56 丸山 元気大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 508－ 4 〃 � 9．5�
712 レッドジェネシス 牡3鹿 56 川田 将雅 	東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：00．8� 5．2

610 グレアリングアイ 牡3鹿 56 M．デムーロ	G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 548＋162：00．9クビ 31．5�
58 ロードプレジール 牡3黒鹿56 岩田 望来 	ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 62：01．0� 26．8�
711 スウィートブルーム 牝3鹿 54 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 420－ 62：01．1クビ 30．9
46 セータステソーロ 牡3栗 56 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス	 高木 登 新冠 新冠橋本牧場 506＋10 〃 クビ 56．2�
57 レ ベ ラ ン ス 牡3鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456＋182：01．31	 29．1�
813 セ ル ジ ュ 牡3鹿 56 北村 宏司多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 490＋ 82：01．4クビ 175．2�
814 カレンレベンティス 牡3黒鹿56 横山 武史鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 464± 02：02．46 10．9�
11 セイウンダイモス 牡3栗 56 大野 拓弥西山 茂行氏 和田 勇介 新ひだか 棚川 光男 476－102：02．72 98．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 77，876，200円 複勝： 101，746，000円 枠連： 23，801，800円
馬連： 120，563，500円 馬単： 44，929，600円 ワイド： 86，861，400円
3連複： 170，163，100円 3連単： 184，550，400円 計： 810，492，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 170円 � 210円 � 130円 枠 連（3－3） 2，420円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 750円 �� 410円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 15，490円

票 数

単勝票数 計 778762 的中 � 94168（3番人気）
複勝票数 計1017460 的中 � 153098（3番人気）� 103382（5番人気）� 240375（1番人気）
枠連票数 計 238018 的中 （3－3） 7611（13番人気）
馬連票数 計1205635 的中 �� 41252（9番人気）
馬単票数 計 449296 的中 �� 6762（19番人気）
ワイド票数 計 868614 的中 �� 27985（8番人気）�� 56007（2番人気）�� 46047（3番人気）
3連複票数 計1701631 的中 ��� 61905（2番人気）
3連単票数 計1845504 的中 ��� 8637（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．0―36．4―48．4―1：00．8―1：13．0―1：25．2―1：36．7―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

レインフロムヘヴン �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Loup Solitaire デビュー 2020．10．11 東京1着

2018．3．28生 牡3鹿 母 レディオブヴェニス 母母 Lacewings 4戦2勝 賞金 21，469，000円
〔騎手変更〕 セータステソーロ号の騎手武藤雅は，負傷のため木幡巧也に変更。

03082 2月20日 晴 良 （3東京1） 第7日 第10競走 ��
��2，100�

きんてい

金蹄ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：06．7
2：05．9

良
良

47 バンクオブクラウズ 牡4芦 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 516＋ 22：09．9 9．1�

24 キタノヴィジョン 牡4鹿 56 三浦 皇成北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 496－ 62：10．22 9．5�
12 エンダウメント 牡5黒鹿57 松若 風馬ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 82：10．73 25．0�
510 ジュンスターホース 牡7栗 57 吉田 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B484＋122：10．91 190．5�
35 � スマッシングハーツ 牡5鹿 57 横山 典弘前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－102：11．0	 5．7�
23 デッドアヘッド 
5鹿 57 杉原 誠人 	社台レースホース藤沢 和雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B464＋ 62：11．1クビ 52．4

714 テトラルキア 
6鹿 57 北村 宏司吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 502＋102：11．42 15．9�
11 アイファーキングズ 牡5黒鹿57 丸山 元気中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 498－182：11．61 6．7�
713 マサハヤニース 牡6鹿 57 M．デムーロ中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486－ 62：11．81 33．7
612 ロ ジ テ ィ ナ 牡6黒鹿57 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 550－ 6 〃 クビ 223．6�
36 エコロドリーム 牡5栗 57 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 478± 02：12．12 132．8�
611 ヴォウジラール 牡6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 522＋ 22：13．05 3．0�
815 ラ ス ト マ ン 牡4栗 56 川田 将雅堂守 貴志氏 戸田 博文 新冠 カミイスタット 478＋ 62：13．1	 5．5�
48 ダンツキャッスル 牡5鹿 57 横山 武史山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 480－ 22：13．3	 58．1�
59 � 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 498－ 62：13．51 583．4�
816 グラスブルース 牡7鹿 57 木幡 巧也半沢	 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B522－ 22：14．56 61．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，749，800円 複勝： 110，620，600円 枠連： 29，083，200円
馬連： 167，064，400円 馬単： 55，971，200円 ワイド： 117，929，900円
3連複： 247，767，300円 3連単： 243，750，600円 計： 1，046，937，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 330円 � 340円 � 520円 枠 連（2－4） 3，380円

馬 連 �� 3，900円 馬 単 �� 7，690円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 2，700円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 20，900円 3 連 単 ��� 95，620円

票 数

単勝票数 計 747498 的中 � 65257（5番人気）
複勝票数 計1106206 的中 � 90550（5番人気）� 87296（6番人気）� 52965（8番人気）
枠連票数 計 290832 的中 （2－4） 6659（18番人気）
馬連票数 計1670644 的中 �� 33140（16番人気）
馬単票数 計 559712 的中 �� 5455（33番人気）
ワイド票数 計1179299 的中 �� 23526（16番人気）�� 11139（32番人気）�� 13318（28番人気）
3連複票数 計2477673 的中 ��� 8890（69番人気）
3連単票数 計2437506 的中 ��� 1848（326番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．3―30．5―42．9―55．6―1：08．2―1：20．5―1：32．6―1：44．7―1：56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

バンクオブクラウズ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．21 阪神4着

2017．3．21生 牡4芦 母 サマーロコガール 母母 マンデームスメ 11戦4勝 賞金 55，333，000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 フローリン号



03083 2月20日 晴 良 （3東京1） 第7日 第11競走 ��
��3，400�第71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，2．2．22以降3．2．14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 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
3：29．4
3：29．4

良
良

510 グロンディオーズ 牡6黒鹿54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 540＋123：31．2 17．2�
23 オーソリティ 牡4鹿 56 川田 将雅 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 510－ 4 〃 クビ 2．9�
713 ポンデザール 牝6黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492－ 43：32．15 3．6�
11 ナムラドノヴァン 牡6鹿 53 内田 博幸奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 494± 03：32．2� 16．8�
24 ヒュミドール �5鹿 55 吉田 豊�サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 464＋ 23：32．3クビ 7．6�
816 アイスバブル 牡6芦 55 石川裕紀人金子真人ホール

ディングス	 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458＋123：32．51� 78．8

48 ジ ャ コ マ ル 牡7鹿 54 田中 勝春晴間 芳次氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 464－ 83：32．6� 53．7�
714 タイセイトレイル 牡6黒鹿55 北村 宏司田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498－ 43：33．13 19．3�
611 ボ ス ジ ラ 牡5芦 56 横山 武史金子真人ホール

ディングス	 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 522＋ 43：33．2� 13．1
47 	 ミスマンマミーア 牝6栗 53 松若 風馬吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 456－ 23：33．3
 35．8�
36 ブラックマジック 牡4青鹿54 石橋 脩窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 450± 03：33．5
 12．4�
35 サトノガーネット 牝6黒鹿55 岩田 望来 	サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B438－ 6 〃 アタマ 72．5�
612 ワセダインブルー 牡6鹿 54 大野 拓弥大冨 智弘氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 456＋ 23：34．14 97．8�
12 ダノンテイオー 牡5黒鹿53 津村 明秀	ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 466± 03：34．73� 220．9�
815 パフォーマプロミス 牡9栗 57．5 M．デムーロ �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468＋ 23：35．01� 17．8�
59 メイショウテンゲン 牡5芦 56 横山 典弘松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 464＋ 23：36．06 29．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 197，991，700円 複勝： 269，041，400円 枠連： 91，423，200円
馬連： 537，989，000円 馬単： 171，903，100円 ワイド： 395，817，100円
3連複： 1，013，554，500円 3連単： 1，003，199，500円 計： 3，680，919，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 330円 � 140円 � 140円 枠 連（2－5） 1，050円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 7，360円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，100円 �� 270円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 28，150円

票 数

単勝票数 計1979917 的中 � 91981（7番人気）
複勝票数 計2690414 的中 � 148458（7番人気）� 582678（1番人気）� 561153（2番人気）
枠連票数 計 914232 的中 （2－5） 66893（2番人気）
馬連票数 計5379890 的中 �� 165436（7番人気）
馬単票数 計1719031 的中 �� 17502（24番人気）
ワイド票数 計3958171 的中 �� 98817（10番人気）�� 83685（15番人気）�� 432202（1番人気）
3連複票数 計10135545 的中 ��� 248746（5番人気）
3連単票数 計10031995 的中 ��� 25835（58番人気）

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

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―25．6―38．2―51．1―1：03．8―1：16．6―1：28．9―1：42．0―1：54．8―2：07．5―2：20．0―2：32．6

2，600� 2，800� 3，000� 3，200�
―2：44．5―2：56．1―3：07．5―3：19．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グロンディオーズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．2．12 東京1着

2015．4．10生 牡6黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 10戦5勝 賞金 101，876，000円
〔騎手変更〕 アイスバブル号の騎手武藤雅は，負傷のため石川裕紀人に変更。
※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） 1頭 サンアップルトン号
（非抽選馬） 1頭 レイホーロマンス号

03084 2月20日 晴 良 （3東京1） 第7日 第12競走 ��
��1，400�4歳以上2勝クラス

発走16時25分 （芝・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
1：19．4
1：19．0

良
良

816 ヴェルスパー 牝6鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462－ 21：21．5 8．9�
59 アブソルティスモ 牡4黒鹿57 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 512± 01：21．92� 2．5�
11 ナンゴクアイネット 牝6鹿 55 川田 将雅渡 義光氏 	島 一歩 新冠 つつみ牧場 468－ 21：22．0
 24．2�
36 キ タ イ 牝5鹿 55 木幡 巧也西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 518－ 61：22．1クビ 40．5�
23 セトノシャトル 牡6栗 57 松若 風馬�アスール 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 528± 0 〃 クビ 174．8	
713 レッドライデン 牡4青鹿57 丸山 元気 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 488－ 81：22．2クビ 19．8

35 � ミニオンペール 牝5鹿 55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 464－ 41：22．3� 19．2�
510 ジュビリーヘッド 牡4鹿 57 岩田 望来 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468－12 〃 同着 15．1�
12 プ レ ト リ ア �6鹿 57 吉田 豊多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 466－121：22．72� 76．6
714 イルヴェントデーア 牝5鹿 55 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト
クラブ 440－ 4 〃 ハナ 14．5�

24  ランドルーラー 牡5鹿 57 大野 拓弥ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 512＋ 41：22．8� 19．5�
611 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± 0 〃 クビ 21．8�
47 フィルムフェスト 牝5青鹿55 横山 武史 �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 81：22．9クビ 5．1�
48 エクレアスピード �5鹿 57 嘉藤 貴行李 柱坤氏 大和田 成 新冠 イワミ牧場 478± 01：23．11 32．3�
815 ト ロ シ ュ ナ 牝5黒鹿55 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 478＋ 21：23．2
 11．2�
612 イサチルルンルン 牝6鹿 55 木幡 初也小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 B462－121：23．73 107．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 95，211，000円 複勝： 137，750，100円 枠連： 48，800，300円
馬連： 196，078，400円 馬単： 75，324，300円 ワイド： 170，171，100円
3連複： 316，845，800円 3連単： 348，580，500円 計： 1，388，761，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 250円 � 150円 � 440円 枠 連（5－8） 570円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，530円 �� 990円

3 連 複 ��� 7，950円 3 連 単 ��� 51，070円

票 数

単勝票数 計 952110 的中 � 84913（3番人気）
複勝票数 計1377501 的中 � 130285（3番人気）� 308667（1番人気）� 64208（10番人気）
枠連票数 計 488003 的中 （5－8） 66313（1番人気）
馬連票数 計1960784 的中 �� 109863（2番人気）
馬単票数 計 753243 的中 �� 16918（10番人気）
ワイド票数 計1701711 的中 �� 87205（2番人気）�� 16312（30番人気）�� 43771（10番人気）
3連複票数 計3168458 的中 ��� 29887（18番人気）
3連単票数 計3485805 的中 ��� 4948（141番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―34．9―46．5―57．8―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．0
3 6－（3，10）（9，15）（1，16）5，14，7，13（2，12）8（4，11） 4 6（3，10）（9，15）（1，16）（5，14）（7，13）－（2，12）（4，8，11）

勝馬の
紹 介

ヴェルスパー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．8．27 新潟3着

2015．2．23生 牝6鹿 母 ヴェルザンディ 母母 ウインドインハーヘア 20戦3勝 賞金 62，994，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴーインピース号
（非抽選馬） 1頭 コスモヨハネ号



（3東京1）第7日 2月20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 190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
厩務員出走奨励金

251，340，000円
28，110，000円
1，750，000円
29，940，000円
81，392，000円
5，497，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
804，509，300円
1，243，567，700円
317，885，400円
1，601，611，900円
611，239，000円
1，278，367，300円
2，614，627，300円
2，769，144，700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 11，240，952，600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7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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