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03025 2月5日 晴 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

36 ヴィブラフォン 牝3栗 54 横山 武史吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 448＋141：26．2 2．4�
612 オーロラアーク 牝3芦 54 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 豊洋牧場 418－ 41：26．41� 5．2�
611 ランパデール 牝3鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム B422＋ 81：27．14 15．5�
815 ビッグロジールーフ 牝3黒鹿54 柴田 大知大屋 高広氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 432＋ 41：27．31� 128．5�
12 ベストスマイル 牝3鹿 54 伊藤 工真保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 448＋12 〃 ハナ 75．0�
59 パ ー チ ル 牝3鹿 54 内田 博幸飯田 正剛氏 宮田 敬介 新ひだか 千代田牧場 422－ 41：27．51� 47．5	
510 クーシフォン 牝3鹿 54 戸崎 圭太水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 446－ 21：28．13� 15．0

23 ハクサンセーラー 牝3栗 54 江田 照男河﨑 五市氏 菊川 正達 浦河 中村 雅明 430± 0 〃 クビ 8．0�
816 ラブミーディザイア 牝3鹿 54 大野 拓弥小林 祥晃氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 480－ 41：28．2� 5．2�
24 フラッシュサンダー 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗 グリーンファーム奥平 雅士 千歳 社台ファーム 422－ 41：28．3クビ 27．2�
714 リュウノアン 牝3鹿 54 松岡 正海蓑島 竜一氏 伊藤 伸一 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 442－181：28．4� 223．6�
48 ライズザトーチ 牝3黒鹿54 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 538－ 41：28．6� 17．3�
11 ベ ロ ア 牝3黒鹿54 石川裕紀人吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 424－10 〃 アタマ 30．4�
713 キ ネ ン ビ 牝3栗 54 菊沢 一樹谷口 祐人氏 勢司 和浩 新ひだか 中田 浩美 462＋ 21：29．55 312．3�
35 ピ オ ニ ー ル 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 448＋221：31．09 258．8�
47 ナツイチバン 牝3栗 54 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 有限会社

吉田ファーム 464－ 41：33．2大差 43．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，033，000円 複勝： 65，373，600円 枠連： 15，852，400円
馬連： 72，441，800円 馬単： 29，325，900円 ワイド： 74，123，800円
3連複： 113，638，100円 3連単： 107，118，600円 計： 518，907，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 160円 � 350円 枠 連（3－6） 560円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 340円 �� 820円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 11，840円

票 数

単勝票数 計 410330 的中 � 135390（1番人気）
複勝票数 計 653736 的中 � 147733（1番人気）� 114196（2番人気）� 34362（6番人気）
枠連票数 計 158524 的中 （3－6） 21681（1番人気）
馬連票数 計 724418 的中 �� 71705（2番人気）
馬単票数 計 293259 的中 �� 18355（1番人気）
ワイド票数 計 741238 的中 �� 61603（1番人気）�� 22144（8番人気）�� 14123（13番人気）
3連複票数 計1136381 的中 ��� 25736（6番人気）
3連単票数 計1071186 的中 ��� 6557（19番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―12．7―13．0―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．3―48．0―1：01．0―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィブラフォン �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．7．25 新潟6着

2019．1．29生 牝3栗 母 ヴィンテージローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 4戦1勝 賞金 6，740，000円
〔制裁〕 パーチル号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 ナツイチバン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピオニール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月5日まで平地競走に

出走できない。

03026 2月5日 晴 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

815 ニシノスーベニア 牡3黒鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 日高 西山牧場 528－ 81：20．3 33．6�
611 モンサンレジャンド 牝3鹿 54 戸崎 圭太山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 458＋ 21：20．61� 34．5�
24 ナンデフェスティヴ 牝3鹿 54 大野 拓弥臼井 一眞氏 畠山 吉宏 平取 二風谷ファーム 460＋ 21：20．7� 30．5�
36 メ ル ト 牡3鹿 56 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 中脇 満 508＋161：20．91� 24．3�
714 サイキョウノオンナ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗山本 精一氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 456＋101：21．0クビ 387．8�
48 ファームラヴ 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵ゴドルフィン 辻 哲英 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452－ 2 〃 クビ 31．6�

23 ニシノコニャック 牡3栗 56 M．デムーロ西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 472± 01：21．1� 1．7	
713 ペイシャブライティ 牡3栗 56

54 △山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 平取 川向高橋育
成牧場 500－ 21：21．31� 17．6


816 パイツィーレン 牝3鹿 54 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 450－ 6 〃 アタマ 4．4�
35 フ ィ ー カ 牝3鹿 54 田辺 裕信�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 470＋ 41：21．5� 13．7
510 オリーヴベリー 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �シルクレーシング 武市 康男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 81：21．6� 7．3�
612 ネ ク タ リ ス 牡3栗 56 石川裕紀人吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 466－10 〃 クビ 63．7�
12 アポロウェイラーズ 牝3栗 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 三輪 幸子 464－ 41：23．5大差 315．9�
59 シ ン ソ ー ブ 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人栗山 良子氏 上原 博之 平取 北島牧場 466＋ 61：23．7� 626．7�
47 ジャンヌデュモン 牝3栗 54 江田 照男大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 408－ 41：23．91� 577．1�
11 ムーンティアラ 牝3黒鹿54 野中悠太郎大戸 志浦氏 菊川 正達 新ひだか 高橋 修 B434± 01：25．8大差 232．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，855，000円 複勝： 123，656，200円 枠連： 15，019，200円
馬連： 67，784，700円 馬単： 35，927，300円 ワイド： 69，920，000円
3連複： 106，315，300円 3連単： 137，937，200円 計： 599，414，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，360円 複 勝 � 1，600円 � 1，220円 � 1，220円 枠 連（6－8） 3，220円

馬 連 �� 31，340円 馬 単 �� 72，040円

ワ イ ド �� 6，960円 �� 7，750円 �� 5，330円

3 連 複 ��� 153，930円 3 連 単 ��� 1，388，950円

票 数

単勝票数 計 428550 的中 � 10188（9番人気）
複勝票数 計1236562 的中 � 20329（10番人気）� 27033（8番人気）� 26966（9番人気）
枠連票数 計 150192 的中 （6－8） 3609（12番人気）
馬連票数 計 677847 的中 �� 1676（45番人気）
馬単票数 計 359273 的中 �� 374（94番人気）
ワイド票数 計 699200 的中 �� 2591（47番人気）�� 2324（48番人気）�� 3393（41番人気）
3連複票数 計1063153 的中 ��� 518（165番人気）
3連単票数 計1379372 的中 ��� 72（1053番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．4―30．4―42．9―55．3―1：07．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノスーベニア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．6．6 東京4着

2019．3．18生 牡3黒鹿 母 リ ッ プ ル 母母 レインボーリップル 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーンティアラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月5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 イチゴガリ号・シルバーキングダム号・メタバース号

第１回 東京競馬 第３日



03027 2月5日 晴 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

24 ドンレパルス 牡3栗 56 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 512＋121：39．3 17．2�

11 オクトニオン 牡3鹿 56 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 B522－ 8 〃 ハナ 3．3�
12 フランベルジュ 牡3黒鹿56 C．ルメール�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508± 01：39．93� 3．8�
612 ラ ズ ラ イ ト 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 築紫 洋 432－ 41：40．32 48．3�
815 ジョーカーブラウン 牡3鹿 56 戸崎 圭太プレミアムレースホース 松山 将樹 浦河 栄進牧場 516－ 41：40．62 3．9�
611 コスモガラクシア 牡3黒鹿56 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 41：40．81� 8．6

35 ハローサブリナ 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 502± 01：40．9� 57．2�
816 ダイチヴィヴァン 牡3鹿 56 北村 宏司服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 476＋ 61：41．0クビ 13．5�
59 ゴールドルパン 牡3栗 56 田辺 裕信田畑 利彦氏 栗田 徹 新ひだか グランド牧場 B480＋ 4 〃 クビ 24．0
714 ドルズプライスレス 牡3鹿 56 武士沢友治佐々木貴将氏 田島 俊明 新冠 佐藤牧場 510－ 81：41．21� 11．6�
23 スノーフォックス �3黒鹿56 江田 照男ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426－ 41：41．41� 96．8�
48 ミスタートーザイ 牡3栗 56 菊沢 一樹村田 哲朗氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 6 〃 アタマ 524．3�
47 ジュンオーズ 牡3鹿 56 大庭 和弥河合 純二氏 勢司 和浩 熊本 本田 土寿 434± 01：41．61� 239．3�
713 ミッドナイトブルー 牝3芦 54

51 ▲横山 琉人田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 スカイビーチステーブル 440－ 21：41．91� 107．6�
510 ジ ョ リ エ ス 牡3栗 56 石川裕紀人須本 浩行氏 小手川 準 浦河 ダイヤモンドファーム 464＋ 21：42．0クビ 327．8�
36 ナイスサンデー 牡3栗 56

54 △山田 敬士戸部 政彦氏 小桧山 悟 新ひだか 木村 秀則 462＋101：49．2大差 593．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，468，200円 複勝： 61，832，700円 枠連： 18，740，900円
馬連： 68，169，700円 馬単： 30，315，200円 ワイド： 65，680，700円
3連複： 106，184，700円 3連単： 114，555，800円 計： 511，947，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 320円 � 150円 � 160円 枠 連（1－2） 1，530円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 6，430円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，630円 �� 290円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 33，610円

票 数

単勝票数 計 464682 的中 � 21547（7番人気）
複勝票数 計 618327 的中 � 37498（6番人気）� 125929（1番人気）� 109968（2番人気）
枠連票数 計 187409 的中 （1－2） 9457（7番人気）
馬連票数 計 681697 的中 �� 24296（9番人気）
馬単票数 計 303152 的中 �� 3534（23番人気）
ワイド票数 計 656807 的中 �� 20878（9番人気）�� 9306（20番人気）�� 65823（1番人気）
3連複票数 計1061847 的中 ��� 22898（10番人気）
3連単票数 計1145558 的中 ��� 2471（107番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―13．1―13．3―12．4―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．2―48．3―1：01．6―1：14．0―1：26．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F37．7
3 1（4，16）（2，7）（3，12）（11，9）－15，8－10－（5，13，14）－6 4 ・（1，4）（2，16）7（11，3）（9，12）（8，15）14（10，13）5－6

勝馬の
紹 介

ドンレパルス �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2021．10．24 東京9着

2019．3．8生 牡3栗 母 ド ナ リ サ 母母 シャトーサファイア 3戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 ジュンオーズ号の騎手大庭和弥は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナイスサンデー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月5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 セイウンフィーバー号

03028 2月5日 晴 良 （4東京1） 第3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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

611 リ メ イ ク 牡3栗 56 横山 武史前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480－ 81：25．3 1．7�

24 アポロリヤム 牡3青 56
54 △永野 猛蔵アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 450－ 61：25．72� 119．3�

815 プリーチトヤーン 牝3鹿 54
51 ▲横山 琉人髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 462＋ 21：25．8� 27．8�

612 アーサーテソーロ 牡3栗 56 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 新ひだか フジワラフアーム 516－ 41：26．01� 5．5�

48 スズカコテキタイ 牡3鹿 56 岩部 純二永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 480± 01：26．21� 24．4�
59 イチゴキネンビ 牡3鹿 56

54 △山田 敬士 合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 466± 01：26．4� 275．3	
23 ライラボンド 牡3黒鹿56 長岡 禎仁 �YGGホースクラブ 清水 久詞 新ひだか 片岡 博 506＋ 2 〃 クビ 12．7

816 ゲンパチプライド 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 上村 清志 474＋ 8 〃 ハナ 49．1�
12 トーセンキャロル 牝3芦 54 田辺 裕信島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 460＋ 81：26．72 49．3
714 ローズブルーム 牝3栗 54 M．デムーロ�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 452＋ 21：26．8� 30．4�
11 シュガーコルト 牡3鹿 56 江田 照男飯田 正剛氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 B506－ 61：26．9クビ 201．5�
713 ベアグッジョブ 牡3鹿 56 丸田 恭介熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 496＋ 2 〃 ハナ 104．4�
36 モズゴールドメダル 牝3芦 54 津村 明秀 �キャピタル・システム 林 徹 日高 坪田 晃宜 442－ 21：27．11 118．9�
510 セイウンシデン 牡3黒鹿56 丸山 元気西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 506＋ 21：27．2� 16．9�
35 ガトーフレーズ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 428± 01：28．05 186．4�
47 ライヴサファイア 牝3栗 54 戸崎 圭太澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 野坂牧場 450－ 21：28．1� 5．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，854，100円 複勝： 76，106，700円 枠連： 19，282，500円
馬連： 79，788，200円 馬単： 35，722，200円 ワイド： 79，777，500円
3連複： 131，259，400円 3連単： 136，077，700円 計： 613，868，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 130円 � 1，750円 � 470円 枠 連（2－6） 710円

馬 連 �� 8，570円 馬 単 �� 11，040円

ワ イ ド �� 3，430円 �� 980円 �� 13，680円

3 連 複 ��� 42，780円 3 連 単 ��� 155，850円

票 数

単勝票数 計 558541 的中 � 249570（1番人気）
複勝票数 計 761067 的中 � 226069（1番人気）� 7841（12番人気）� 33690（7番人気）
枠連票数 計 192825 的中 （2－6） 20845（3番人気）
馬連票数 計 797882 的中 �� 7208（21番人気）
馬単票数 計 357222 的中 �� 2425（31番人気）
ワイド票数 計 797775 的中 �� 5910（29番人気）�� 21810（9番人気）�� 1459（65番人気）
3連複票数 計1312594 的中 ��� 2301（97番人気）
3連単票数 計1360777 的中 ��� 633（368番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．7―48．2―1：00．2―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ メ イ ク �
�
父 ラ ニ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．10．2 中京1着

2019．4．18生 牡3栗 母 サ リ エ ル 母母 シンコウノビー 4戦2勝 賞金 17，410，000円
〔制裁〕 スズカコテキタイ号の騎手岩部純二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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。
（非当選馬） 4頭 オメガブルーム号・クリノメガミエース号・ビップソリオ号・レッドゲイル号



03029 2月5日 晴 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

712 ダノンギャラクシー 牡3鹿 56 C．ルメール�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496＋182：29．8 1．7�
58 マイネルメサイア 牡3芦 56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 458± 02：30．01 7．4�
46 ロンギングエーオ 牡3黒鹿56 石橋 脩坂本 浩一氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 494＋ 22：30．1� 39．0�
22 ワープスピード 牡3鹿 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 アタマ 4．4�
47 ワイドカイザー 牡3青鹿56 M．デムーロ幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 500－ 22：30．2� 6．1�
59 ホウオウユニコーン 牡3芦 56 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 456－ 82：30．3� 44．6	
610 ポッドヴァイン 牡3鹿 56 石川裕紀人小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 416－ 42：30．4� 23．1

35 ハリソンテソーロ 牡3黒鹿56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 520－ 62：30．82� 43．2�
23 ブキャナンテソーロ 牡3黒鹿56 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 深山 雅史 新ひだか 米田牧場 492－ 82：31．11� 345．4�
11 ダ ビ ド 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵八嶋 長久氏 菊川 正達 浦河 中神牧場 428－ 42：31．52� 70．1
814 アローマンシュ 牡3青鹿56 三浦 皇成�イージス 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 466－122：31．6� 35．7�
713 パラチェーン 牡3鹿 56 木幡 初也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 438± 02：31．81� 863．7�
815 ウインアンサンブル 牡3黒鹿56 野中悠太郎�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 438± 02：32．22� 212．2�
611 ラインラペーシュ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 中地 広大 B456＋ 22：32．3クビ 570．1�
34 シュネーシュテルン 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗西森 功氏 清水 英克 新ひだか 信田牧場 458＋ 22：32．4� 333．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 57，655，200円 複勝： 98，106，000円 枠連： 12，382，600円
馬連： 70，024，900円 馬単： 38，836，400円 ワイド： 73，577，200円
3連複： 116，301，300円 3連単： 152，261，700円 計： 619，145，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 480円 枠 連（5－7） 540円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，050円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 9，970円

票 数

単勝票数 計 576552 的中 � 257546（1番人気）
複勝票数 計 981060 的中 � 440474（1番人気）� 100905（3番人気）� 26876（8番人気）
枠連票数 計 123826 的中 （5－7） 17626（2番人気）
馬連票数 計 700249 的中 �� 90078（2番人気）
馬単票数 計 388364 的中 �� 39784（2番人気）
ワイド票数 計 735772 的中 �� 64449（2番人気）�� 17112（12番人気）�� 9393（21番人気）
3連複票数 計1163013 的中 ��� 19367（13番人気）
3連単票数 計1522617 的中 ��� 11071（27番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．9―13．2―13．0―13．2―13．1―12．9―12．5―11．5―11．2―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�
12．9―24．7―37．6―50．8―1：03．8―1：17．0―1：30．1―1：43．0―1：55．5―2：07．0―2：18．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンギャラクシー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．11．6 東京2着

2019．2．26生 牡3鹿 母 ベネンシアドール 母母 フェアリードール 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走状況〕 発走地点への集合が遅れたため，発走時刻4分遅延。
〔3走成績による出走制限〕 パラチェーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月5日まで平地競走に出走できない。

03030 2月5日 晴 良 （4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 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

816 ブラックノワール 牡3鹿 56 内田 博幸 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480 ―1：49．1 3．7�
36 サニーバローズ 牝3栃栗54 M．デムーロ猪熊 広次氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 466 ―1：49．2� 6．7�
714 エターナルタイム 牝3青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 482 ―1：49．3� 2．5�
24 コーラスライン 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 434 ―1：49．83 23．4�
612 レッドヴェルティス 牡3鹿 56 津村 明秀 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502 ―1：50．11� 5．9	
510 メッセージソング 牡3黒鹿56 石橋 脩 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 522 ―1：50．31� 13．0

35 ソニックバローズ 牡3鹿 56 北村 宏司猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 504 ―1：50．4クビ 17．1�
48 ソフィアコール 牝3黒鹿54 柴田 大知髙瀬 正志氏 小崎 憲 浦河 上山牧場 420 ―1：50．61� 158．7�
23 メノーグラジオラス 牡3黒鹿56 吉田 豊清進電設� 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 488 ―1：50．7� 170．3
47 チ ュ ラ ー ダ 牝3芦 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 402 ― 〃 アタマ 42．0�
11 ケイティーズジョウ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗�門別牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 今 牧場 442 ― 〃 クビ 183．6�
815� クラシカルオーサー 牡3栗 56 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 英 Shadai Farm 452 ―1：50．91 107．6�
59 サトノクラージュ 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 502 ― 〃 クビ 38．0�
713 ミ ラ モ ン テ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 育也西 浩明氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 466 ― 〃 ハナ 315．7�
611 ローズクレスト 牡3鹿 56 石川裕紀人水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 454 ―1：51．0� 98．4�
12 ゼンダンクラージュ 牡3栗 56 菊沢 一樹渡邊 善男氏 村田 一誠 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 478 ―1：51．74 188．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，424，500円 複勝： 60，000，400円 枠連： 14，379，600円
馬連： 64，694，200円 馬単： 31，716，200円 ワイド： 57，390，200円
3連複： 98，434，900円 3連単： 114，471，400円 計： 495，511，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 160円 � 110円 枠 連（3－8） 1，130円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 490円 �� 200円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 9，100円

票 数

単勝票数 計 544245 的中 � 117229（2番人気）
複勝票数 計 600004 的中 � 98825（2番人気）� 80051（3番人気）� 176349（1番人気）
枠連票数 計 143796 的中 （3－8） 9846（4番人気）
馬連票数 計 646942 的中 �� 27694（6番人気）
馬単票数 計 317162 的中 �� 8715（8番人気）
ワイド票数 計 573902 的中 �� 26140（5番人気）�� 87967（1番人気）�� 39483（3番人気）
3連複票数 計 984349 的中 ��� 66883（2番人気）
3連単票数 計1144714 的中 ��� 9119（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．8―49．6―1：02．3―1：14．5―1：25．7―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

ブラックノワール �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 ウォーエンブレム 初出走

2019．5．17生 牡3鹿 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キングスウェイ号・ショウナンダール号・ビートザレコード号・フォーエバーシップ号



03031 2月5日 曇 良 （4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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

612 レフトゥバーズ 牝4黒鹿55 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 450＋201：33．3 2．3�
24 パラレルキャリア 牝6鹿 55 石川裕紀人 �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 438＋ 21：33．51� 29．8�
47 セラフィナイト 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 450＋101：33．6クビ 13．6�
23 ヴィクトゥーラ 牡4黒鹿57 大野 拓弥近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 494＋241：33．81� 8．9�
714 ブエナベントゥーラ 牡4栗 57 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 528＋101：34．01� 6．3�
35 ブライズルーム 牝4黒鹿 55

53 △永野 猛蔵�ヤナガワ牧場 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 440＋10 〃 ハナ 23．1	
816 ハリウッドヒルズ 牡5鹿 57 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 21：34．1� 7．7

611 グレルグリーン 牡6黒鹿57 野中悠太郎斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 474＋18 〃 アタマ 307．0�
815� コスモアディラート 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 豪 Mr G Harvey 492＋ 81：34．2� 21．6�
11 ショコラブリアン 牝5栗 55 田辺 裕信木村 直人氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 534＋121：34．41� 7．4
12 ラ ヴ ォ ル タ 牝4鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 500＋101：34．61 40．7�
48 レッドラルジュ 牝5黒鹿55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 502＋12 〃 クビ 38．6�
510 レ イ モ ミ 牝4青鹿55 杉原 誠人 �ニッシンホール

ディングス 藤沢 和雄 新ひだか チャンピオンズファーム 430－ 61：34．7クビ 42．8�
36 コウソクカレン 牝4鹿 55 吉田 豊野﨑 昭夫氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム B500＋ 8 〃 アタマ 52．5�
59 ディーイストワール 牡6鹿 57 松岡 正海嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 472＋201：35．34 378．6�
713	 ジャグリング 牝4鹿 55

52 ▲横山 琉人中村 祐子氏 新開 幸一 日高 シンボリ牧場 462－131：36．78 300．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，037，200円 複勝： 81，678，500円 枠連： 18，664，900円
馬連： 94，973，500円 馬単： 36，567，800円 ワイド： 88，561，700円
3連複： 142，945，800円 3連単： 146，022，100円 計： 666，451，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 150円 � 510円 � 330円 枠 連（2－6） 1，070円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 660円 �� 3，530円

3 連 複 ��� 11，690円 3 連 単 ��� 49，930円

票 数

単勝票数 計 570372 的中 � 190856（1番人気）
複勝票数 計 816785 的中 � 199658（1番人気）� 32511（8番人気）� 54390（6番人気）
枠連票数 計 186649 的中 （2－6） 13462（3番人気）
馬連票数 計 949735 的中 �� 19992（13番人気）
馬単票数 計 365678 的中 �� 4947（18番人気）
ワイド票数 計 885617 的中 �� 17736（11番人気）�� 36175（5番人気）�� 6167（42番人気）
3連複票数 計1429458 的中 ��� 9168（42番人気）
3連単票数 計1460221 的中 ��� 2120（160番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．9―12．1―11．2―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．8―46．7―58．8―1：10．0―1：21．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レフトゥバーズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2020．11．21 東京1着

2018．5．6生 牝4黒鹿 母 テルアケリー 母母 Evrobi 5戦2勝 賞金 17，600，000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。
（非抽選馬） 3頭 イザラ号・コミカライズ号・シゲルオテンバ号

03032 2月5日 曇 良 （4東京1） 第3日 第8競走 ��1，600�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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

714� ウインジョイフル 牡5青鹿 57
54 ▲小林 脩斗庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 松田牧場 B508＋ 41：38．4 4．3�

611� サンオブロジータ �5鹿 57 戸崎 圭太�シンシアリー 萩原 清 日高 若林 順一 506＋ 21：38．51 12．6�
23 リズムオブザナイト 牡4鹿 57 M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B488＋ 2 〃 ハナ 8．4�
815� ジランドール 牡4鹿 57 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 新ひだか チャンピオンズファーム B538＋121：38．7� 8．8�
713 ゴールドブリーズ 牡4鹿 57 江田 照男居城 寿与氏 深山 雅史 新冠 北勝ファーム 504－ 21：38．81 4．5�
510 エクセルローグ 牡4青鹿57 武士沢友治谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 484＋181：39．33 7．5	
12 アンジェリーブル 牝6栗 55

52 ▲横山 琉人伊藤 佳幸氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 B464－ 2 〃 ハナ 57．2

48 キングスバレイ 牡6栗 57 石川裕紀人村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 530－ 2 〃 ハナ 11．9�
11 ス レ プ ト ン 牡5鹿 57

55 △永野 猛蔵 �社台レースホース大和田 成 安平 追分ファーム 464－ 2 〃 ハナ 15．3
59 	 コスモストライカー 牡5鹿 57 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 豪 Mill Park Stud

Pty Ltd, L Bibbo 486－ 61：39．4
 22．2�
24 ランカンカン �4栗 57 津村 明秀橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 508± 01：39．5
 16．3�
47 ディヴァインゲート 牡4鹿 57 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 488＋ 61：39．71 18．0�
35 メ ン デ ィ 牡6鹿 57 木幡 初也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 526＋ 21：40．02 130．6�
612� メイショウムート 牡4鹿 57 丸田 恭介松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 本巣 敦 446± 01：40．63
 70．3�
816� スマッシュパワー 牡5鹿 57 杉原 誠人�宮内牧場 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 440＋ 81：41．13 537．1�
36 � シュルシャガナ 牡5芦 57 長岡 禎仁ディアレストクラブ� 高橋 文雅 浦河 ディアレスト

クラブ 448＋121：41．31� 246．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，362，900円 複勝： 78，039，700円 枠連： 25，348，500円
馬連： 99，749，200円 馬単： 35，767，500円 ワイド： 93，566，900円
3連複： 162，111，900円 3連単： 145，268，100円 計： 691，214，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 370円 � 270円 枠 連（6－7） 1，590円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 940円 �� 650円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 5，890円 3 連 単 ��� 28，060円

票 数

単勝票数 計 513629 的中 � 95472（1番人気）
複勝票数 計 780397 的中 � 129331（2番人気）� 47305（7番人気）� 71818（4番人気）
枠連票数 計 253485 的中 （6－7） 12325（8番人気）
馬連票数 計 997492 的中 �� 28319（6番人気）
馬単票数 計 357675 的中 �� 5777（10番人気）
ワイド票数 計 935669 的中 �� 25502（6番人気）�� 38597（3番人気）�� 12966（25番人気）
3連複票数 計1621119 的中 ��� 20637（8番人気）
3連単票数 計1452681 的中 ��� 3753（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．7―48．2―1：01．2―1：13．6―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウインジョイフル �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Caerleon

2017．5．10生 牡5青鹿 母 チ ア フ ル 母母 Kartajana 24戦1勝 賞金 23，770，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 メンディ号の騎手木幡初也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※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。
（非当選馬） 2頭 アンブローニュ号・ヴルカーノ号
（非抽選馬） 6頭 キョシンタンカイ号・ゴムマリ号・シーオブドリームス号・タマダイヤモンド号・ノーブルパレス号・パノティア号



03033 2月5日 曇 良 （4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 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000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

35 シークルーズ 牝3鹿 54 三浦 皇成飯田 良枝氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 422－ 61：21．9 10．5�
816 ファロロジー 牝3鹿 54 戸崎 圭太水上ふじ子氏 高橋 裕 新冠 富本 茂喜 446－ 2 〃 クビ 30．3�
59 ハイアムズビーチ 牝3白 54 C．ルメール �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：22．21� 1．9�
714 オードゥメール 牝3鹿 54 石川裕紀人中村 智幸氏 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 454－ 61：22．3� 75．3�
510 ウェストファリア 牝3黒鹿54 横山 武史 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 402± 0 〃 ハナ 5．8�
24 ア ポ ロ ル タ 牝3鹿 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか へいはた牧場 430－ 21：22．4アタマ 32．3	
611 ニシノタマユラ 牝3黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 450± 0 〃 クビ 36．0

48 � メイプルシスター 牝3黒鹿54 丸田 恭介節 英司氏 南田美知雄 新冠 川上 悦夫 468＋ 21：22．5� 514．1�
23 マコトダイトウレン 牝3栗 54 北村 宏司�ディアマント 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 450－ 2 〃 ハナ 14．1
612 ミツカネムーン 牝3黒鹿54 永野 猛蔵小山田 満氏 清水 英克 浦河 谷口牧場 428＋ 61：22．71� 354．8�
12 ボンクラージュ 牝3黒鹿54 津村 明秀落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 444＋ 81：23．01� 40．7�
11 プ ラ ソ ン 牝3鹿 54 田辺 裕信市川 義美氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B436± 01：23．1� 11．7�
47 グランデレジーナ 牝3鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 21：23．2� 12．1�
36 セプテンベル 牝3鹿 54 大野 拓弥大冨 智弘氏 武井 亮 新ひだか 上村 清志 432－ 21：23．3� 434．1�
713 ヒ ノ ク ニ 牝3黒鹿54 長岡 禎仁由井健太郎氏 深山 雅史 熊本 本田 土寿 454＋ 81：23．51� 221．3�
815 トップキャスト 牝3栗 54 石橋 脩�G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 428± 01：23．71� 12．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，151，700円 複勝： 103，396，000円 枠連： 26，771，300円
馬連： 119，875，600円 馬単： 61，610，500円 ワイド： 107，812，400円
3連複： 181，541，200円 3連単： 239，991，800円 計： 912，150，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 250円 � 460円 � 110円 枠 連（3－8） 4，010円

馬 連 �� 13，860円 馬 単 �� 23，570円

ワ イ ド �� 3，130円 �� 490円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 8，780円 3 連 単 ��� 103，260円

票 数

単勝票数 計 711517 的中 � 53816（3番人気）
複勝票数 計1033960 的中 � 82035（3番人気）� 36559（8番人気）� 385005（1番人気）
枠連票数 計 267713 的中 （3－8） 5163（12番人気）
馬連票数 計1198756 的中 �� 6703（34番人気）
馬単票数 計 616105 的中 �� 1960（54番人気）
ワイド票数 計1078124 的中 �� 8289（33番人気）�� 60745（2番人気）�� 26457（7番人気）
3連複票数 計1815412 的中 ��� 15506（25番人気）
3連単票数 計2399918 的中 ��� 1685（286番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．1―11．7―10．8―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．3―47．0―57．8―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シークルーズ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．11．20 東京1着

2019．3．26生 牝3鹿 母 ベストクルーズ 母母 マサコチャン 3戦2勝 賞金 17，643，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 セヲハヤミ号

03034 2月5日 曇 良 （4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，3．2．6以降4．1．30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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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

816 ウインシャーロット 牝4鹿 54 石川裕紀人�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 506＋ 81：20．5 2．3�
59 レイモンドバローズ 牡4鹿 57 横山 武史猪熊 広次氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 494＋121：20．6クビ 7．4�
48 ジ ネ ス ト ラ 牝4鹿 53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 456＋101：20．92 4．6�
36 カフェサンドリヨン 牝5芦 53 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 496＋16 〃 ハナ 15．2�
24 タイキスウォード 牡5栗 56 M．デムーロ�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 470－ 81：21．21� 6．8	
35 フェルミスフィア 牝5栗 52 杉原 誠人 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 446＋ 2 〃 クビ 105．1

47 メインターゲット 牝4栗 53 三浦 皇成吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 500－ 4 〃 アタマ 37．6�
815 アップリバー 牝4青鹿53 津村 明秀平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 492－ 21：21．41 33．5�
714 ゲ バ ラ 牡6鹿 55 大野 拓弥 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 478－ 41：21．5� 20．2
612 フランジヴェント 牝5鹿 52 野中悠太郎吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 492＋16 〃 クビ 34．0�
713 オメガドーヴィル 牝6青鹿51 永野 猛蔵原 �子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 422＋101：22．02� 73．7�
12 チビラーサン 牝6栗 53 松岡 正海瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 450＋ 81：22．21� 89．7�
23 セイウンパワフル 牡5鹿 55 横山 琉人西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 B476＋ 4 〃 ハナ 110．5�
510 グレイテスト 牝6芦 53 内田 博幸荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B492＋ 21：22．41 16．8�
611 ロンギングバース 牡4鹿 54 木幡 初也坂本 浩一氏 竹内 正洋 新冠 細川農場 482＋ 2 〃 ハナ 327．4�
11 ザ イ ラ 牝5鹿 53 丸山 元気吉田 和美氏 四位 洋文 日高 オリオンファーム 476－ 21：22．5� 46．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，092，800円 複勝： 112，310，800円 枠連： 33，280，000円
馬連： 172，959，000円 馬単： 62，951，400円 ワイド： 141，991，700円
3連複： 268，913，600円 3連単： 272，560，700円 計： 1，145，060，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 220円 � 160円 枠 連（5－8） 670円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 510円 �� 300円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 6，790円

票 数

単勝票数 計 800928 的中 � 273886（1番人気）
複勝票数 計1123108 的中 � 266750（1番人気）� 105582（4番人気）� 180916（2番人気）
枠連票数 計 332800 的中 （5－8） 37976（2番人気）
馬連票数 計1729590 的中 �� 105245（3番人気）
馬単票数 計 629514 的中 �� 25661（4番人気）
ワイド票数 計1419917 的中 �� 68374（4番人気）�� 134012（1番人気）�� 55135（5番人気）
3連複票数 計2689136 的中 ��� 123161（2番人気）
3連単票数 計2725607 的中 ��� 29067（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―10．8―11．2―11．1―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―33．8―45．0―56．1―1：08．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインシャーロット �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．7．11 福島4着

2018．5．30生 牝4鹿 母 マリアヴェロニカ 母母 マリアヴァレリア 9戦3勝 賞金 42，971，000円
※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 オータムレッド号・コスモヨハネ号・フィルムフェスト号・ペイシャフェスタ号・ユキノファラオ号・ラングロワ号・

ロジローズ号



03035 2月5日 曇 良 （4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，3．2．6以降4．1．30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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

22 ハーツイストワール 牡6黒鹿56 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：25．1 3．7�
610 ワイドエンペラー 牡4鹿 55 C．ルメール 幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 496＋ 8 〃 クビ 3．2�
814 エドノフェリーチェ 牝5芦 54 M．デムーロ遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B464－ 22：25．2� 7．9�
11 アルビージャ 牡4黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 516－ 22：25．4� 5．6�
58 レティキュール 牝6鹿 53 横山 武史 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 454－ 22：25．61� 8．3�
813 レイオブウォーター 牡4青鹿55 丸山 元気大塚 亮一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 504± 02：26．23� 12．9	
69 セントレオナード 牡6鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 482＋22 〃 ハナ 26．2

45 バイマイサイド 牡7栗 55 内田 博幸�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム B482＋ 2 〃 ハナ 95．2�
46 サウンドバーニング 牡10鹿 51 吉田 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B430± 02：26．41� 279．5
712 タイセイモンストル 牡5鹿 54 石川裕紀人田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484－ 22：26．6� 96．2�
34 ウシュバテソーロ 牡5鹿 54 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 526＋ 22：26．81� 25．5�
57 キタサンバルカン 牡6鹿 55 三浦 皇成�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 456＋10 〃 ハナ 95．2�
33 サ ペ ラ ヴ ィ 牡5鹿 54 津村 明秀伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 486＋10 〃 クビ 237．1�
711 ベデザンジュ 牝5鹿 53 大野 拓弥�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 42：27．12 16．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 130，783，600円 複勝： 189，167，200円 枠連： 64，826，900円
馬連： 352，717，200円 馬単： 123，191，600円 ワイド： 250，737，000円
3連複： 592，155，100円 3連単： 687，178，500円 計： 2，390，757，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 140円 � 190円 枠 連（2－6） 590円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 290円 �� 450円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 6，200円

票 数

単勝票数 計1307836 的中 � 279338（2番人気）
複勝票数 計1891672 的中 � 402450（1番人気）� 357527（2番人気）� 218538（3番人気）
枠連票数 計 648269 的中 （2－6） 84438（1番人気）
馬連票数 計3527172 的中 �� 391205（1番人気）
馬単票数 計1231916 的中 �� 71022（2番人気）
ワイド票数 計2507370 的中 �� 241314（1番人気）�� 137151（4番人気）�� 123423（5番人気）
3連複票数 計5921551 的中 ��� 270098（3番人気）
3連単票数 計6871785 的中 ��� 80248（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．5―12．3―12．0―12．1―12．5―12．8―12．2―11．1―11．5―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―37．0―49．3―1：01．3―1：13．4―1：25．9―1：38．7―1：50．9―2：02．0―2：13．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハーツイストワール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2019．4．28 東京2着

2016．2．18生 牡6黒鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 14戦4勝 賞金 85，662，000円

03036 2月5日 曇 良 （4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 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

24 キタノリューオー 牡4鹿 57 丸山 元気北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 456－ 41：37．8 5．4�
611� アナンシエーション 牡4栗 57 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 米 Colts Neck

Stables LLC 518＋ 41：37．9クビ 3．4�
816 エコロファルコン 牡4鹿 57 戸崎 圭太原村 正紀氏 矢野 英一 新ひだか 山田牧場 502＋ 6 〃 ハナ 6．8�
12 ダイワドノヴァン 	8黒鹿57 田辺 裕信大城 正一氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 534－ 61：38．11
 29．9�
35 ジェロボーム 牝5栗 55 三浦 皇成長谷川祐司氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 514＋221：38．2� 144．0�
23 フォーヴィスム 牡4栗 57 横山 武史 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 538± 0 〃 ハナ 6．1	
612 ヨ ン ク 牡6鹿 57 江田 照男古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 502＋ 4 〃 クビ 38．0

59 オブデュモンド 牡4黒鹿57 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 北星村田牧場 516＋ 41：38．73 5．0�
47 ゼ ロ ー ソ 牡4栗 57 大野 拓弥ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 2 〃 クビ 277．1�
48 フィナールショコラ 牝5黒鹿 55

53 △永野 猛蔵吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 448＋ 61：39．23 54．7
36 ホウオウジャッジ 牡7鹿 57 柴田 大知小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 484± 01：39．51� 405．5�
815 タイセイスラッガー 牡4鹿 57 M．デムーロ田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム B532± 0 〃 ハナ 10．5�
510 ラブリーエンジェル 牝5栗 55

52 ▲横山 琉人長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 454＋101：39．71
 24．0�
713 ポールスター 牡4鹿 57 内田 博幸林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：40．55 61．8�
714 メタルスパーク 	5芦 57 野中悠太郎ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B490－ 21：41．03 157．2�
11 サンキューレター 牡4栗 57 石橋 脩 �吉澤ホールディングス 相沢 郁 新冠 村上 雅規 B490＋ 8 〃 クビ 63．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 115，034，800円 複勝： 163，039，900円 枠連： 50，474，100円
馬連： 220，953，600円 馬単： 80，465，100円 ワイド： 199，336，800円
3連複： 360，634，100円 3連単： 394，867，500円 計： 1，584，805，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 170円 � 150円 � 220円 枠 連（2－6） 560円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 370円 �� 520円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 11，120円

票 数

単勝票数 計1150348 的中 � 168767（3番人気）
複勝票数 計1630399 的中 � 251742（2番人気）� 326828（1番人気）� 160724（5番人気）
枠連票数 計 504741 的中 （2－6） 69697（1番人気）
馬連票数 計2209536 的中 �� 183984（1番人気）
馬単票数 計 804651 的中 �� 27924（5番人気）
ワイド票数 計1993368 的中 �� 145200（1番人気）�� 95932（3番人気）�� 92211（5番人気）
3連複票数 計3606341 的中 ��� 135918（2番人気）
3連単票数 計3948675 的中 ��� 25724（16番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．5―13．0―12．4―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―35．0―47．5―1：00．5―1：12．9―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタノリューオー �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．1．9 中山6着

2018．4．21生 牡4鹿 母 モリトオウカ 母母 ビビットダンサー 11戦3勝 賞金 35，731，000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。
（非抽選馬） 2頭 コスモオリ号・ティートラップ号



（4東京1）第3日 2月5日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 189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

198，980，000円
8，210，000円
27，240，000円
1，440，000円
25，130，000円
83，509，000円
5，197，500円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
803，753，000円
1，212，707，700円
315，022，900円
1，484，131，600円
602，397，100円
1，302，475，900円
2，380，435，400円
2，648，311，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 10，749，234，700円

総入場人員 6，837名 （有料入場人員 6，645名）
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