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03085 2月21日 晴 良 （3東京1） 第8日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時05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

510 グランパラディーゾ 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 454－ 41：25．4 3．5�
11 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± 01：26．14 15．8�
24 � タ ピ テ ー ル 牝3芦 54 田辺 裕信吉田 千津氏 黒岩 陽一 米 Teruya

Yoshida 510＋141：26．52� 2．2�
59 ビービーモノローグ 牡3鹿 56 木幡 巧也�坂東牧場 高柳 瑞樹 日高 高山 博 456－ 21：26．71� 16．5�
816 ジ ョ ッ ト 牡3鹿 56 松若 風馬海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 452± 01：27．33� 70．4�
12 トペコンヒーロ 牡3栗 56 伊藤 工真細川智恵子氏 勢司 和浩 新ひだか 藤巻 則弘 482＋ 41：27．5� 143．7	
612 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 484＋ 2 〃 クビ 5．2

36 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± 01：27．81� 66．4�
48 セイショウディープ 牡3栗 56

53 ▲原 優介岩崎 暉男氏 本間 忍 日高 Wing Farm 486＋121：27．9クビ 79．1�
35 フ ィ エ ゾ ン 牝3青 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 450＋221：28．22 9．0
47 ファーマスター 牝3鹿 54 丸田 恭介中西 功氏 深山 雅史 日高 高山牧場 420－ 61：28．62� 253．1�
714 ハクシンエース 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗新井原 博氏 星野 忍 新冠 川上牧場 432＋ 61：28．7クビ 120．6�
815 スターダストプレス 牡3栗 56 宮崎 北斗西森 功氏 伊坂 重信 浦河 北俣 牧夫 490＋101：29．01� 235．5�
611 マ リ ア ッ チ 牡3鹿 56 的場 勇人内藤 好江氏 中野 栄治 新ひだか キヨタケ牧場 476＋ 61：29．32 412．7�
23 ヴァリアントアニマ 牡3黒鹿56 丸山 元気 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 青森 諏訪牧場 530＋121：30．25 142．5�
713 ハ イ ラ イ フ 牝3黒鹿54 柴田 大知岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト

クラブ 438－ 41：30．62� 44．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，428，000円 複勝： 53，907，600円 枠連： 12，287，300円
馬連： 67，254，800円 馬単： 31，244，400円 ワイド： 59，996，600円
3連複： 105，483，700円 3連単： 125，451，100円 計： 492，053，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 230円 � 110円 枠 連（1－5） 1，810円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 760円 �� 210円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 10，600円

票 数

単勝票数 計 364280 的中 � 83251（2番人気）
複勝票数 計 539076 的中 � 94246（2番人気）� 40219（5番人気）� 169834（1番人気）
枠連票数 計 122873 的中 （1－5） 5251（7番人気）
馬連票数 計 672548 的中 �� 18583（8番人気）
馬単票数 計 312444 的中 �� 6547（12番人気）
ワイド票数 計 599966 的中 �� 17439（9番人気）�� 88944（1番人気）�� 32225（5番人気）
3連複票数 計1054837 的中 ��� 57347（3番人気）
3連単票数 計1254511 的中 ��� 8579（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．5―49．0―1：01．0―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランパラディーゾ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．10．3 中山3着

2018．1．28生 牝3鹿 母 ラ ル ケ ッ ト 母母 ア ズ サ ユ ミ 3戦1勝 賞金 7，670，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイライフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月21日まで平地競走に出

走できない。
ヴァリアントアニマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月21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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キャンディキューブ号
（非抽選馬） 8頭 アオイフェリーチェ号・オショロコマ号・カフェアヴニール号・キノトクイーン号・グランディス号・

スリーマイトコーズ号・トミケンストーリア号・ブルーガーデニア号

03086 2月21日 晴 良 （3東京1） 第8日 第2競走 2，100�3歳未勝利
発走10時35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

36 ニシノソワレ 牡3鹿 56 岩部 純二西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 492＋ 82：14．6 45．9�
816 イントゥザワールド 牡3鹿 56 大庭 和弥石瀬 浩三氏 高橋 文雅 浦河 荻伏三好フ

アーム 442＋ 62：14．81� 43．3�
11 ベルピエース 牡3青鹿56 石橋 脩子安 裕樹氏 田村 康仁 新冠 村上 進治 492－ 22：15．22 2．5�
815 クープドゥフランス 牡3青鹿56 大野 拓弥渡邊 隆氏 土田 稔 白老 習志野牧場 480－ 62：15．41� 4．6�
35 ナリノヴィエンヌ 牡3鹿 56 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 528－ 22：15．61� 5．8�
59 ピースアンドリンゴ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗薪浦 亨氏 和田 雄二 新ひだか 静内フアーム 458± 02：15．7� 64．6�
510 ソウシュラリクリ 牡3黒鹿56 酒井 学村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 446± 02：15．91 5．9	
714 ト ラ キ チ 牡3栗 56

55 ☆木幡 育也大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 ヒダカフアーム 522－ 22：17．07 152．0

48 ホワイトハウス �3芦 56 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B438－ 62：17．1� 150．9�
612 ユイノタンキマチ 牡3鹿 56 江田 照男由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 坂元 芳春 B432＋ 22：17．31� 19．8
47 アームストロング 牡3黒鹿56 武士沢友治塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本 幸雄 492－102：17．4� 49．1�
24 トーヨーヒヨウ 牡3栗 56 丸田 恭介中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B524－ 4 〃 アタマ 132．9�
611 イフェスティオ 牡3青鹿56 丸山 元気高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 466－142：17．5� 199．2�
23 サムライブレード 牡3芦 56 柴田 大知玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 524－162：18．24 109．0�
12 ロードバイファル 牡3栗 56 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか 広田牧場 B508－ 62：18．41� 11．9�
713 ゼンダンラット 牡3芦 56 北村 宏司渡邊 善男氏 藤原 辰雄 浦河 大北牧場 456－ 82：18．5クビ 18．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，895，000円 複勝： 53，279，700円 枠連： 13，979，200円
馬連： 67，330，400円 馬単： 28，180，300円 ワイド： 58，458，600円
3連複： 101，008，700円 3連単： 108，525，900円 計： 466，657，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，590円 複 勝 � 830円 � 530円 � 180円 枠 連（3－8） 1，190円

馬 連 �� 33，290円 馬 単 �� 80，050円

ワ イ ド �� 7，580円 �� 1，650円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 24，540円 3 連 単 ��� 308，550円

票 数

単勝票数 計 358950 的中 � 6248（9番人気）
複勝票数 計 532797 的中 � 14002（9番人気）� 23048（8番人気）� 98487（1番人気）
枠連票数 計 139792 的中 （3－8） 9082（4番人気）
馬連票数 計 673304 的中 �� 1567（56番人気）
馬単票数 計 281803 的中 �� 264（119番人気）
ワイド票数 計 584586 的中 �� 1946（55番人気）�� 9278（16番人気）�� 7762（19番人気）
3連複票数 計1010087 的中 ��� 3087（72番人気）
3連単票数 計1085259 的中 ��� 255（658番人気）

ハロンタイム 7．3―11．6―12．9―12．9―13．0―13．0―12．6―12．7―12．6―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．9―31．8―44．7―57．7―1：10．7―1：23．3―1：36．0―1：48．6―2：01．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノソワレ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．11．14 福島10着

2018．4．24生 牡3鹿 母 ニシノメルモ 母母 ナ ド ラ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔騎手変更〕 イフェスティオ号の騎手武藤雅は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アレッサンドロ号・ペイシャスカイ号・ミラキュラスサイン号

第１回 東京競馬 第８日



03087 2月21日 晴 良 （3東京1） 第8日 第3競走 ��1，600�3歳新馬
発走11時05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

24 ヴィントミューレ 牡3鹿 56 北村 宏司下河辺隆行氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 436 ―1：39．2 11．9�
510 カイマナリノ 牝3栗 54 M．デムーロ松岡 雅昭氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 480 ―1：40．15 5．1�
612 パ ノ テ ィ ア 牡3黒鹿56 大野 拓弥野田 努氏 金成 貴史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532 ― 〃 アタマ 7．9�
12 ボーンジーニアス 牡3鹿 56 田辺 裕信和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 460 ―1：40．73� 4．9�
23 セバスチャン �3鹿 56 木幡 巧也平田 修氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 466 ―1：41．02 23．1�
35 グランポートリネス 牡3芦 56 丸田 恭介田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 浦河日成牧場 510 ―1：41．53 187．7�
47 � コスモスペルビア 牡3鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 豪 Gilgai Farm 466 ―1：42．77 64．2

816 ド ゥ カ ー レ 牡3栗 56 横山 典弘吉田 晴哉氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 490 ―1：42．8� 7．1�
59 エイシンギザ 牡3鹿 56 酒井 学�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 470 ―1：43．01� 53．3
611 チャイブテソーロ 牝3栗 54 福永 祐一了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 日高 本間牧場 472 ―1：43．21	 17．2�
815 グルーヴィンルビー 牝3鹿 54 嘉藤 貴行阿部 善武氏 大和田 成 新冠 オリエント牧場 478 ― 〃 アタマ 132．1�
713 クラウンヒューモア 牡3黒鹿56 津村 明秀矢野まり子氏 稲垣 幸雄 日高 クラウン日高牧場 474 ―1：43．83� 184．4�
36 アレッタジェロディ 牡3栗 56 江田 照男西森 功氏 清水 英克 新冠 隆栄牧場 B462 ― 〃 アタマ 82．2�
714 カ ル ナ ッ ク 牡3栗 56 C．ルメール 	社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 566 ―1：44．01 3．0�
48 イ ガ リ マ �3芦 56 田中 勝春ディアレストクラブ� 矢野 英一 浦河 ディアレスト

クラブ 488 ―1：46．4大差 118．7�
11 カンタベリーピース 牡3鹿 56 武士沢友治峰 哲馬氏 萱野 浩二 浦河 グラストレーニ

ングセンター 482 ―1：50．3大差 217．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，760，400円 複勝： 50，014，700円 枠連： 14，211，500円
馬連： 65，311，200円 馬単： 25，988，700円 ワイド： 51，615，000円
3連複： 88，662，900円 3連単： 93，748，000円 計： 432，312，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 290円 � 190円 � 260円 枠 連（2－5） 2，140円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 6，340円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，270円 �� 630円

3 連 複 ��� 6，510円 3 連 単 ��� 49，790円

票 数

単勝票数 計 427604 的中 � 28607（6番人気）
複勝票数 計 500147 的中 � 40630（6番人気）� 79895（2番人気）� 47200（5番人気）
枠連票数 計 142115 的中 （2－5） 5128（13番人気）
馬連票数 計 653112 的中 �� 16482（13番人気）
馬単票数 計 259887 的中 �� 3074（31番人気）
ワイド票数 計 516150 的中 �� 11948（14番人気）�� 10223（18番人気）�� 21906（7番人気）
3連複票数 計 886629 的中 ��� 10202（22番人気）
3連単票数 計 937480 的中 ��� 1365（172番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．3―12．5―13．2―12．9―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．8―48．3―1：01．5―1：14．4―1：26．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィントミューレ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Storm Cat 初出走

2018．5．6生 牡3鹿 母 ストーミーレニー 母母 Fleet Renee 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イガリマ号・カンタベリーピース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月21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。
（非当選馬） 3頭 ウインカンターレ号・ナスノマイスター号・メイショウホオズキ号

03088 2月21日 晴 良 （3東京1） 第8日 第4競走 2，400�3歳未勝利
発走11時35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

12 エクスインパクト 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 480＋ 62：28．9 3．0�
815 ヒシシュシュ 牝3鹿 54 田辺 裕信阿部 雅英氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 402± 0 〃 クビ 2．5�
47 ジ ジ 牡3鹿 56 福永 祐一林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 484－ 6 〃 クビ 9．9�
36 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 462－ 2 〃 アタマ 10．0�
24 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± 02：29．21� 22．9	
48 マイネルヒッツェ 牡3芦 56 川田 将雅 �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 460＋ 42：29．51� 5．9

713 ホウオウハイエスト 牝3栗 54 北村 宏司小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 510－ 8 〃 ハナ 26．6�
23 ヤマタケヴォランテ 牝3栗 54 津村 明秀山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか チャンピオンズファーム 426－ 62：29．6� 221．1�
510 アルマブレイド 牡3青鹿56 石橋 脩コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 482± 02：29．81� 27．6
11 リ チ ェ ル カ 牝3栗 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 458－102：29．9� 333．3�
714 ジュンココロ 牝3鹿 54 横山 武史河合 純二氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 440－102：30．11� 135．1�
612 ゴーフォーゴールド 牡3鹿 56 武士沢友治村井 良孝氏 水野 貴広 日高 新井 昭二 500－ 82：30．95 423．5�
59 シスターズドリーム 牝3鹿 54 酒井 学島井新一郎氏 田中 剛 新ひだか 桜井牧場 498－ 4 〃 クビ 93．6�
816 ハ ム レ ボ 牡3鹿 56 丸田 恭介伊藤 功一氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 B506＋ 62：32．610 77．3�
35 オブザーバー 牝3芦 54

53 ☆木幡 育也望月 雅博氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 392＋ 22：33．87 382．1�
611 フェイダウェイ 牡3青鹿56 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 434± 02：34．97 240．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，874，200円 複勝： 72，106，200円 枠連： 15，527，200円
馬連： 80，818，800円 馬単： 35，115，700円 ワイド： 70，861，500円
3連複： 125，085，200円 3連単： 147，092，800円 計： 596，481，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 120円 � 200円 枠 連（1－8） 370円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 190円 �� 570円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 4，350円

票 数

単勝票数 計 498742 的中 � 129962（2番人気）
複勝票数 計 721062 的中 � 144063（2番人気）� 196147（1番人気）� 68818（5番人気）
枠連票数 計 155272 的中 （1－8） 31897（1番人気）
馬連票数 計 808188 的中 �� 159229（1番人気）
馬単票数 計 351157 的中 �� 32753（2番人気）
ワイド票数 計 708615 的中 �� 115495（1番人気）�� 27855（8番人気）�� 28044（7番人気）
3連複票数 計1250852 的中 ��� 78984（3番人気）
3連単票数 計1470928 的中 ��� 24467（6番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―13．1―13．2―12．8―12．6―12．6―12．4―12．3―11．3―11．7―12．1

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―24．8―37．9―51．1―1：03．9―1：16．5―1：29．1―1：41．5―1：53．8―2：05．1―2：16．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エクスインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Champs Elysees デビュー 2020．11．8 東京5着

2018．3．12生 牡3鹿 母 エクセレンスⅡ 母母 Xanadu Bliss 3戦1勝 賞金 6，570，000円
〔騎手変更〕 ジジ号の騎手武藤雅は，負傷のため福永祐一に変更。
〔調教再審査〕 オブザーバー号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェイダウェイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月21日まで平地競走

に出走できない。



03089 2月21日 晴 良 （3東京1） 第8日 第5競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時25分 （芝・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
1：30．5
1：30．3

良
良

77 ス パ ー ク ル 牝3鹿 54 川田 将雅 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：34．1 4．1�
88 ワールドバローズ 牡3鹿 56 松山 弘平猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 大島牧場 450－ 4 〃 クビ 4．4�
66 セラフィナイト 牡3鹿 56 丸山 元気 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：34．2� 3．1�
55 アビッグチア 牝3黒鹿54 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 496－101：34．3� 9．1�
11 ヴィクトゥーラ 牡3黒鹿56 M．デムーロ近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 466± 0 〃 ハナ 3．0�
89 モメントグスタール 牡3鹿 56 大野 拓弥ディアレストクラブ	 高木 登 浦河 中脇 満 460± 01：34．93� 71．8

33 フェアリーリング 牝3鹿 54 横山 武史�髙昭牧場 稲垣 幸雄 浦河 高昭牧場 422－ 6 〃 アタマ 55．3�
22 	 イグドラシル 牡3鹿 56 柴田 大知松田 幸生氏 山崎 尋美 新ひだか 前川 勝春 462－ 41：35．53� 232．1�

（川崎）

（8頭）
44 ブライトギフト 牡3黒鹿56 C．ルメール 保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 57，664，800円 複勝： 54，620，200円 枠連： 8，708，200円
馬連： 66，058，000円 馬単： 36，835，400円 ワイド： 49，607，900円
3連複： 85，642，900円 3連単： 184，388，400円 計： 543，525，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 120円 � 140円 � 120円 枠 連（7－8） 830円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 260円 �� 220円 �� 240円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 4，270円

票 数

単勝票数 差引計 576648（返還計 993） 的中 � 110414（3番人気）
複勝票数 差引計 546202（返還計 1331） 的中 � 112620（3番人気）� 88017（4番人気）� 134445（1番人気）
枠連票数 差引計 87082（返還計 661） 的中 （7－8） 8061（6番人気）
馬連票数 差引計 660580（返還計 5055） 的中 �� 59475（6番人気）
馬単票数 差引計 368354（返還計 2434） 的中 �� 16893（10番人気）
ワイド票数 差引計 496079（返還計 3061） 的中 �� 45858（5番人気）�� 58698（3番人気）�� 51582（4番人気）
3連複票数 差引計 856429（返還計 12489） 的中 ��� 99394（3番人気）
3連単票数 差引計1843884（返還計 23418） 的中 ��� 31239（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．5―47．2―59．1―1：10．2―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．0
3 ・（1，5）－（7，8）（2，6）3，9 4 ・（1，5）－7（2，6，8）－（3，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ス パ ー ク ル 
�
父 エピファネイア 

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．9．12 中京2着

2018．2．24生 牝3鹿 母 アイズオンリー 母母 アイランドファッション 5戦2勝 賞金 21，786，000円
〔出走取消〕 ブライトギフト号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。

03090 2月21日 晴 良 （3東京1） 第8日 第6競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走12時55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
1：21．5
1：20．3

重
不良

816 レジリエンスブルー 牡4黒鹿57 木幡 巧也 �YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 高山 博 474－ 21：24．9 13．5�
24 � プリンスチャーム �4鹿 57 横山 武史ゴドルフィン 栗田 徹 英 Aston Mul-

lins Stud 442－ 21：25．53� 14．5�
11 � 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 506＋ 41：25．81	 8．2�
612� コスモストライカー 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 豪 Mill Park Stud

Pty Ltd, L Bibbo 486＋ 41：26．01
 4．3�
611� チェスターコート 牡5栗 57 大野 拓弥佐々木雄二氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 446－ 4 〃 クビ 161．6	
815 バーンパッション 牡4黒鹿57 松山 弘平岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 480＋ 81：26．1� 31．6

23 ネオトゥルー 牡4鹿 57 津村 明秀西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 484＋ 61：26．2クビ 33．6�
35 � リネンフリー 牝4黒鹿55 丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 青森 ワールドファーム 434－ 2 〃 ハナ 304．2�
12 ミユキダイアモンド 牝5鹿 55 田辺 裕信長井 純一氏 小西 一男 新ひだか 木村 秀則 464＋221：26．62 70．4
714 ミッキーチャイルド 牡6鹿 57

54 ▲小林 脩斗野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム B494－12 〃 ハナ 6．0�
47 ネイビーアッシュ 牝6青鹿55 C．ルメール 吉田 勝己氏 伊坂 重信 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 クビ 2．6�
48 トーアシオン �5栗 57 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 482± 0 〃 アタマ 18．3�
510 ヴィンカマヨール 牡4芦 57 �島 克駿 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 510＋101：26．7クビ 55．9�
36 セレンディピア 牡4鹿 57 嶋田 純次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 日西牧場 470＋ 41：26．8	 281．5�
713 パラレルキャリア 牝5鹿 55 武 豊 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 2 〃 クビ 23．2�
59 スズノムサシ 牡5青鹿57 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 480＋121：28．7大差 119．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，773，900円 複勝： 69，436，500円 枠連： 17，269，600円
馬連： 91，271，200円 馬単： 37，583，300円 ワイド： 76，596，100円
3連複： 130，368，500円 3連単： 142，272，300円 計： 611，571，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 430円 � 350円 � 330円 枠 連（2－8） 3，340円

馬 連 �� 9，980円 馬 単 �� 20，980円

ワ イ ド �� 2，980円 �� 1，850円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 28，360円 3 連 単 ��� 216，690円

票 数

単勝票数 計 467739 的中 � 27616（5番人気）
複勝票数 計 694365 的中 � 41191（6番人気）� 53010（5番人気）� 57794（4番人気）
枠連票数 計 172696 的中 （2－8） 4006（14番人気）
馬連票数 計 912712 的中 �� 7085（31番人気）
馬単票数 計 375833 的中 �� 1343（61番人気）
ワイド票数 計 765961 的中 �� 6559（32番人気）�� 10750（23番人気）�� 10840（22番人気）
3連複票数 計1303685 的中 ��� 3447（88番人気）
3連単票数 計1422723 的中 ��� 476（588番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．8―48．0―1：00．2―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レジリエンスブルー �
�
父 アンライバルド �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．5．23 東京4着

2017．4．5生 牡4黒鹿 母 ビービーシグナス 母母 タ ラ タ ワ ー 6戦1勝 賞金 10，770，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔騎手変更〕 ヴィンカマヨール号の騎手武藤雅は，負傷のため�島克駿に変更。
※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 アイアンユウキャン号



03091 2月21日 晴 良 （3東京1） 第8日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （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

59 ダイワクンナナ 牝4鹿 54 田辺 裕信大城 正一氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494－ 21：47．9 2．9�
12 キタノインパクト 牡5鹿 57 C．ルメール DMMドリームクラブ� 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 502－ 21：48．11 4．7�
611 ミスミルドレッド 牝4黒鹿54 武 豊丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 440－ 6 〃 ハナ 9．4�
47 ランドアーティスト �4鹿 56 横山 武史吉田 照哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 474－ 21：48．21 9．7�
35 マリノジュリア 牝5黒鹿55 松若 風馬�クラウン 稲垣 幸雄 日高 クラウン日高牧場 452＋ 21：48．3クビ 51．5�
714� ジェイケイエピファ 牝4青鹿54 木幡 巧也小谷野次郎氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 482－15 〃 アタマ 174．0	
815 フェルマーテ 牝4青鹿54 福永 祐一�G1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 480＋14 〃 ハナ 9．4

816 ウインアルカンナ 牝4黒鹿54 松山 弘平�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 21：48．4	 10．4�
23 フィリアーノ 牡5芦 57 津村 明秀吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 474－ 21：48．5クビ 8．2�
612 ステラドーロ 牝4栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 472＋16 〃 クビ 45．5
48 � 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 B464＋ 2 〃 クビ 19．8�
36 ペルラネーラ 牝4青鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：48．6	 32．6�
11 ペルソナデザイン 牡5鹿 57 石橋 脩�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム B498＋221：48．91
 42．7�
713 ベルキューティ 牝5黒鹿55 �島 克駿子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 410－ 41：49．42	 111．6�
24 ブルースカイハーツ 牡7黒鹿57 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 清隆 日高 タバタファーム 444－ 41：49．82	 103．0�
（15頭）

510 ワスカランテソーロ 牡4栗 56 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 嶋田牧場 500＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 47，106，300円 複勝： 77，810，400円 枠連： 19，283，800円
馬連： 87，722，400円 馬単： 32，504，500円 ワイド： 75，615，900円
3連複： 127，616，400円 3連単： 129，183，200円 計： 596，842，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 160円 � 220円 枠 連（1－5） 1，020円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 400円 �� 570円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 11，560円

票 数

単勝票数 差引計 471063（返還計 2758） 的中 � 126312（1番人気）
複勝票数 差引計 778104（返還計 3773） 的中 � 167154（1番人気）� 122539（2番人気）� 77380（4番人気）
枠連票数 差引計 192838（返還計 512） 的中 （1－5） 14603（2番人気）
馬連票数 差引計 877224（返還計 10066） 的中 �� 61746（2番人気）
馬単票数 差引計 325045（返還計 4090） 的中 �� 14025（2番人気）
ワイド票数 差引計 756159（返還計 7666） 的中 �� 51128（2番人気）�� 33747（3番人気）�� 22039（8番人気）
3連複票数 差引計1276164（返還計 27150） 的中 ��� 31880（2番人気）
3連単票数 差引計1291832（返還計 31495） 的中 ��� 8099（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．5―48．9―1：01．2―1：13．3―1：24．8―1：36．2

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

勝馬の
紹 介

ダイワクンナナ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．11．10 東京1着

2017．2．21生 牝4鹿 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 10戦2勝 賞金 21，000，000円
〔騎手変更〕 ミスミルドレッド号の騎手武藤雅は，負傷のため武豊に変更。
〔競走除外〕 ワスカランテソーロ号は，疾病〔右後肢挫創〕のため装鞍所で競走除外。
※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 ピンシェル号
（非抽選馬） 1頭 ヴィンクーロ号

03092 2月21日 晴 良 （3東京1） 第8日 第8競走 ��2，000�4歳以上2勝クラス
発走13時55分 （芝・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
1：56．1
1：56．1

良
良

89 ヤ シ ャ マ ル 牡4黒鹿56 横山 武史高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 508－ 22：00．6 2．3�
66 ス マ イ ル 牡5鹿 57 松山 弘平石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B528＋ 6 〃 ハナ 3．1�
55 デュアライズ 牡5黒鹿57 横山 典弘高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム B450－ 62：01．34 8．6�
44 � ブルーエクセレンス 牡5青鹿57 M．デムーロゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 2 〃 ハナ 8．6�
77 ミモザイエロー 牝5栗 55 石橋 脩青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 474± 0 〃 クビ 12．7�
88 レッドクーゲル 牡5栗 57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 442－ 22：01．4� 80．3	
11 コ ー カ ス �7鹿 57 福永 祐一ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 4 〃 ハナ 6．1

33 シーリアスラブ 牡5鹿 57 松若 風馬吉田 千津氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 462± 02：02．03� 56．0�
22 シャドウアイランド 牝6鹿 55 丸山 元気飯塚 知一氏 林 徹 新ひだか 前川 正美 B458－102：02．74 61．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 49，291，900円 複勝： 61，873，500円 枠連： 9，790，600円
馬連： 79，040，500円 馬単： 40，046，700円 ワイド： 58，687，000円
3連複： 105，192，700円 3連単： 186，303，800円 計： 590，226，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 200円 �� 350円 �� 370円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，820円

票 数

単勝票数 計 492919 的中 � 164501（1番人気）
複勝票数 計 618735 的中 � 173115（1番人気）� 133335（2番人気）� 70908（4番人気）
枠連票数 計 97906 的中 （6－8） 19934（1番人気）
馬連票数 計 790405 的中 �� 160122（1番人気）
馬単票数 計 400467 的中 �� 46594（1番人気）
ワイド票数 計 586870 的中 �� 88155（1番人気）�� 39214（4番人気）�� 36465（5番人気）
3連複票数 計1051927 的中 ��� 99350（2番人気）
3連単票数 計1863038 的中 ��� 47895（4番人気）

ハロンタイム 13．7―12．6―11．9―12．1―12．2―11．8―12．0―11．4―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．7―26．3―38．2―50．3―1：02．5―1：14．3―1：26．3―1：37．7―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

ヤ シ ャ マ ル 
�
父 キ ズ ナ 

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．11．3 東京5着

2017．4．5生 牡4黒鹿 母 シャインプレジャー 母母 ウィンヒストリー 13戦3勝 賞金 39，670，000円



03093 2月21日 晴 良 （3東京1） 第8日 第9競走 ��
��1，600�ヒヤシンスステークス（Ｌ）

発走14時25分 （ダート・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1，400万
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 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

22 	 ラ ペ ル ー ズ 牡3鹿 56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 富田牧場 B512＋121：36．8 3．5�
56 プロバーティオ 牡3鹿 56 M．デムーロ�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 500± 01：37．01
 101．0�
811 レ デ ィ バ グ 牝3青鹿54 酒井 学 �ゴールドアップ・

カンパニー 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 448＋ 41：37．1クビ 11．3�
68 タケルペガサス 牡3芦 56 川田 将雅森 保彦氏 加藤 征弘 浦河 中村 雅明 478＋ 61：37．41� 1．8�
79 ゲンパチフォルツァ 牡3鹿 56 武 豊平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 496－ 41：37．5クビ 24．6�
11 タイセイスラッガー 牡3鹿 56 石橋 脩田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム 522± 0 〃 クビ 25．3	
44 バ ク シ ン 牡3鹿 56 福永 祐一林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：37．71� 11．7

812 ロードシュトローム 牡3鹿 56 松山 弘平 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 500＋ 81：37．8� 7．7�
33 ゼンノアンジュ 牝3鹿 54 島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 498－ 11：38．0� 49．4�
67 ホッコーカリュウ 牝3鹿 54 津村 明秀北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 462－ 41：38．21� 226．4
710 ダイシンピスケス 牡3鹿 56 松若 風馬大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 486＋ 81：39．69 217．7�
55 コ ウ ジ ク ン �3鹿 56 木幡 巧也瀬谷 �雄氏 牧 光二 平取 赤石牧場 B504＋ 21：41．5大差 86．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 96，359，300円 複勝： 149，970，300円 枠連： 21，515，500円
馬連： 169，958，800円 馬単： 77，978，500円 ワイド： 103，578，500円
3連複： 212，438，700円 3連単： 346，723，200円 計： 1，178，522，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 270円 � 2，050円 � 480円 枠 連（2－5） 6，010円

馬 連 �� 15，700円 馬 単 �� 19，590円

ワ イ ド �� 3，780円 �� 650円 �� 8，880円

3 連 複 ��� 32，000円 3 連 単 ��� 183，880円

票 数

単勝票数 計 963593 的中 � 215199（2番人気）
複勝票数 計1499703 的中 � 167072（2番人気）� 16635（9番人気）� 82052（5番人気）
枠連票数 計 215155 的中 （2－5） 2773（16番人気）
馬連票数 計1699588 的中 �� 8924（28番人気）
馬単票数 計 779785 的中 �� 2984（40番人気）
ワイド票数 計1035785 的中 �� 6841（29番人気）�� 43989（7番人気）�� 2881（41番人気）
3連複票数 計2124387 的中 ��� 4979（65番人気）
3連単票数 計3467232 的中 ��� 1367（340番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．1―12．4―12．5―12．0―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．9―48．3―1：00．8―1：12．8―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．0
3 6－9，11（1，12）（3，8）（2，7，4）（10，5） 4 6（9，11）（1，12，8）（3，4）（2，7）10，5

勝馬の
紹 介

	ラ ペ ル ー ズ �
�
父 ペ ル ー サ �

�
母父 Empire Maker

2018．4．10生 牡3鹿 母 ハットシテグー 母母 Naughty Mambo 3戦2勝 賞金 26，622，000円
初出走 JRA

03094 2月21日 晴 良 （3東京1） 第8日 第10競走 ��2，000�アメジストステークス
発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス，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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

812� スパイラルダイブ 牡7青鹿55 丸山 元気�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 448＋ 41：59．0 68．7�

45 サ ペ ラ ヴ ィ 牡4鹿 54 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 484＋ 21：59．1� 23．0�

56 パラスアテナ 牝4鹿 55 武 豊広尾レース� 高柳 瑞樹 新ひだか 木村 秀則 448＋101：59．2� 3．0�
44 トータルソッカー 牡7栗 54 田辺 裕信渡邊 隆氏 菊川 正達 新ひだか 真歌田中牧場 504－ 21：59．41� 100．6�
11 ヘイルメリー 牡4鹿 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 522± 01：59．6� 2．5�
813 シ ャ レ ー ド 牝4栗 53 福永 祐一寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 508± 01：59．81� 17．3	
22 シルヴェリオ 牡4黒鹿55 松山 弘平 
サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B504－102：00．01� 3．7�
68 ダイワダグラス 牡5鹿 56 M．デムーロ大城 正一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 508＋ 22：00．21� 56．5�
33 アドマイヤジョラス 牡7黒鹿55 横山 武史近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484－162：00．3� 52．8
710 カーロバンビーナ 牝6鹿 52 嶋田 純次 
社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 420－ 22：00．51 178．5�
69 	 ターキッシュパレス 牡4青鹿55 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 470－ 62：00．81� 14．1�
57 � スリーマキシマム 牡10鹿 53 柴田 大知永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 500＋ 42：01．01� 238．0�
711 グレンガリー 
6鹿 55 津村 明秀吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 440± 02：02．49 80．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 91，016，500円 複勝： 94，953，900円 枠連： 26，962，400円
馬連： 165，341，600円 馬単： 77，826，500円 ワイド： 113，237，600円
3連複： 251，339，400円 3連単： 370，517，700円 計： 1，191，195，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，870円 複 勝 � 830円 � 420円 � 150円 枠 連（4－8） 6，540円

馬 連 �� 26，830円 馬 単 �� 60，610円

ワ イ ド �� 5，360円 �� 1，900円 �� 910円

3 連 複 ��� 23，890円 3 連 単 ��� 356，260円

票 数

単勝票数 計 910165 的中 � 10595（9番人気）
複勝票数 計 949539 的中 � 22885（9番人気）� 50465（6番人気）� 225830（2番人気）
枠連票数 計 269624 的中 （4－8） 3195（18番人気）
馬連票数 計1653416 的中 �� 4775（40番人気）
馬単票数 計 778265 的中 �� 963（80番人気）
ワイド票数 計1132376 的中 �� 5266（39番人気）�� 15206（17番人気）�� 33443（8番人気）
3連複票数 計2513394 的中 ��� 7890（54番人気）
3連単票数 計3705177 的中 ��� 754（522番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―35．5―47．1―58．8―1：10．8―1：22．8―1：34．3―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

�スパイラルダイブ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エンドスウィープ

2014．4．13生 牡7青鹿 母 スパイラルリング 母母 ウェディングバンド 19戦4勝 賞金 76，016，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 カーロバンビーナ号の騎手武藤雅は，負傷のため嶋田純次に変更。

２レース目



03095 2月21日 晴 良 （3東京1） 第8日 第11競走 ��
��1，600�第38回フェブラリーステークス（ＧⅠ）

発走15時40分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞・日本地方競馬馬主振興協会会長賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 100，000，000円 40，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 10，000，000円
付 加 賞 3，360，000円 960，000円 480，000円
生産者賞
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：33．8
1：33．3
1：34．0

重
良
重

23 � カフェファラオ 牡4鹿 57 C．ルメール 西川 光一氏 堀 宣行 米 Paul P.
Pompa 514＋101：34．4 3．3�

510 エアスピネル 牡8栗 57 	島 克駿 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 488－ 41：34．5
 28．0�
47 ワンダーリーデル 牡8鹿 57 横山 典弘山本 能成氏 安田 翔伍 浦河 大島牧場 B534＋ 21：34．81
 19．3�
816 レッドルゼル 牡5鹿 57 川田 将雅 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 490－ 41：34．9� 6．0�
11 � エアアルマス 牡6鹿 57 松山 弘平 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

498＋ 41：35．11� 37．1�
12 イ ン テ ィ 牡7栗 57 武 豊武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 518－ 6 〃 クビ 17．5	
815 ミューチャリー 牡5芦 57 御神本訓史石瀬丈太郎氏 矢野 義幸 新冠 芳住 鉄兵 462－ 71：35．31� 120．1


（船橋） （大井）

713 ソリストサンダー 牡6黒鹿57 北村 宏司村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 494＋ 81：35．4クビ 11．0�
36 ア ル ク ト ス 牡6鹿 57 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 須崎牧場 540－ 41：35．61� 4．7�
612 ヤマニンアンプリメ 牝7鹿 55 横山 武史土井 肇氏 長谷川浩大 浦河 廣田 伉助 494－ 2 〃 クビ 187．7
59 サンライズノヴァ 牡7栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 542＋ 81：35．7
 6．0�
611 スマートダンディー 牡7鹿 57 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 498－ 41：36．02 313．3�
714 オーヴェルニュ 牡5鹿 57 丸山 元気杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 460－161：36．53 11．8�
48 ワイドファラオ 牡5栗 57 福永 祐一幅田 昌伸氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 514＋ 81：36．71 41．0�
35 サクセスエナジー 牡7黒鹿57 酒井 学髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 550± 01：37．12� 228．6�
24 ヘ リ オ ス �5黒鹿57 M．デムーロ�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 B462－ 41：37．74 48．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 568，837，400円 複勝： 747，726，100円 枠連： 292，928，800円 馬連： 1，780，050，000円 馬単： 626，279，800円
ワイド： 1，131，592，600円 3連複： 3，429，557，300円 3連単： 4，711，970，400円 5重勝： 841，362，700円 計： 14，130，305，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 510円 � 400円 枠 連（2－5） 980円

馬 連 �� 6，620円 馬 単 �� 9，300円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 1，560円 �� 3，620円

3 連 複 ��� 24，940円 3 連 単 ��� 101，710円

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

キャリーオーバー なし����� 39，263，590円

票 数

単勝票数 計5688374 的中 � 1338997（1番人気）
複勝票数 計7477261 的中 � 1366017（1番人気）� 325785（9番人気）� 435976（7番人気）
枠連票数 計2929288 的中 （2－5） 229481（2番人気）
馬連票数 計17800500 的中 �� 208275（25番人気）
馬単票数 計6262798 的中 �� 50501（38番人気）
ワイド票数 計11315926 的中 �� 137166（26番人気）�� 189600（21番人気）�� 79549（39番人気）
3連複票数 計34295573 的中 ��� 103128（82番人気）
3連単票数 計47119704 的中 ��� 33586（348番人気）
5重勝票数 計8413627 的中 ����� 15

ハロンタイム 12．5―10．8―11．4―11．8―12．0―11．9―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．7―46．5―58．5―1：10．4―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カフェファラオ �
�
父 American Pharoah �

�
母父 More Than Ready デビュー 2019．12．14 中山1着

2017．3．3生 牡4鹿 母 Mary’s Follies 母母 Catch the Queen 6戦5勝 賞金 201，809，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 エアスピネル号の騎手	島克駿は，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10，000円。（被害馬：12番・4
番）

※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。
（非抽選馬） 7頭 サザンヴィグラス号・タイサイ号・タガノビューティー号・デュードヴァン号・ハイランドピーク号・

ロードグラディオ号・ワークアンドラブ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

03096 2月21日 晴 良 （3東京1） 第8日 第12競走 ��1，400�
お お し ま

大 島 特 別
発走16時25分 （ダート・左）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

24 ケイアイビリジアン �5栗 57 大野 拓弥 �ケイアイスタリオン 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 520－141：24．4 25．0�
11 インウィクトス 牡4鹿 57 原 優介加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 476－ 21：24．93 127．0�
35 アストロブレイク 牡4栗 57 川田 将雅 �吉澤ホールディングス 相沢 郁 日高 川端 正博 496＋ 21：25．0クビ 4．5�
47 リュクスウォリアー 牡4鹿 57 藤懸 貴志田畑 憲士氏 平田 修 日高 庄野牧場 B504－ 41：25．1� 7．1�
816� オーロラテソーロ 牡4栗 57 福永 祐一了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 500－ 2 〃 クビ 4．3�

12 シセイタケル 牡6栗 57 石橋 脩猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 488＋ 41：25．2� 16．9	
612 ジャパンスウェプト 牡5芦 57 M．デムーロ新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 448＋ 41：25．3� 96．9

815 イ バ ル 牡4青鹿57 小崎 綾也ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 502－ 8 〃 ハナ 4．6�
59 ダンシングサンダー 牡4栗 57 横山 武史永井商事� 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 486＋ 41：25．4クビ 24．6�
611 プ リ マ ジ ア 牡4鹿 57 田辺 裕信藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 464＋ 4 〃 クビ 9．2
23 ピ ナ ク ル ズ �8黒鹿57 丸田 恭介ライオンレースホース� 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 512－ 41：26．03� 80．8�
714 カミノホウオー 牡4黒鹿57 	島 克駿村上 正喜氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 518＋ 2 〃 クビ 37．5�
48 ゼヒニオヨバズ �5黒鹿57 江田 照男サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 518－121：26．31
 61．1�
36 ジョイウイン 牡4栗 57 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 494－ 21：26．4
 146．1�
713 バナナボート 牡7栗 57 柴田 大知田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 坂元 芳春 458＋ 61：26．92� 106．5�
510 モリトユウブ 牡6鹿 57 武 豊吉川 朋宏氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 498± 01：27．22 9．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 146，287，500円 複勝： 221，824，200円 枠連： 68，835，100円
馬連： 302，862，100円 馬単： 105，606，300円 ワイド： 255，275，400円
3連複： 492，480，000円 3連単： 549，413，400円 計： 2，142，584，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，500円 複 勝 � 550円 � 2，330円 � 200円 枠 連（1－2） 9，800円

馬 連 �� 91，750円 馬 単 �� 123，950円

ワ イ ド �� 19，460円 �� 2，850円 �� 10，400円

3 連 複 ��� 169，660円 3 連 単 ��� 1，237，030円

票 数

単勝票数 計1462875 的中 � 46677（9番人気）
複勝票数 計2218242 的中 � 97668（8番人気）� 20483（15番人気）� 370900（1番人気）
枠連票数 計 688351 的中 （1－2） 5441（25番人気）
馬連票数 計3028621 的中 �� 2558（96番人気）
馬単票数 計1056063 的中 �� 639（171番人気）
ワイド票数 計2552754 的中 �� 3358（95番人気）�� 23474（34番人気）�� 6300（69番人気）
3連複票数 計4924800 的中 ��� 2177（285番人気）
3連単票数 計5494134 的中 ��� 322（1739番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―35．7―47．9―1：00．0―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイビリジアン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．29 新潟7着

2016．2．28生 �5栗 母 プラチナレイン 母母 ポストパレード 18戦3勝 賞金 40，635，000円
〔その他〕 モリトユウブ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リバーシブルレーン号
（非抽選馬） 8頭 オルクリスト号・クーリュ号・コマノゼニト号・スターシード号・デルマカルヴァドス号・ブーザー号・

ミフトゥーロ号・リワードノルン号

５レース目



（3東京1）第8日 2月21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 169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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

393，410，000円
11，190，000円
27，250，000円
6，220，000円
49，450，000円
9，000，000円
72，066，500円
5，239，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
1，268，295，200円
1，707，523，300円
521，299，200円
3，023，019，800円
1，155，190，100円
2，105，122，700円
5，254，876，400円
7，095，590，200円
841，362，700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
5 重 勝
計 22，972，279，600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8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。



令和3年度 第1回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，429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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，087，440，000円
44，820，000円
217，710，000円
17，090，000円
250，930，000円
9，000，000円
603，095，500円
41，181，500円
13，718，400円

勝馬投票券売得金
7，631，613，900円
11，000，800，000円
2，678，644，500円
15，392，233，700円
6，227，750，100円
11，638，665，700円
25，087，296，400円
31，652，852，900円
3，258，499，800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 114，568，357，000円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 1回東京競馬は，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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