
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

03061 2月13日 曇 重 （4東京1） 第6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 5，200，000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

815 ニシノアンドレア 牡3鹿 56 横山 武史西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 中本牧場 B512－ 41：25．2 3．7�
510 ダ ル ダ ヌ ス 牡3鹿 56 三浦 皇成�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534＋ 61：25．3クビ 2．9�
612 ロジヴィクトリア 牝3黒鹿54 石川裕紀人久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 B478＋ 21：25．51� 49．9�
24 ティーライトニング 牡3鹿 56 津村 明秀天白 裕之氏 辻 哲英 新ひだか 飛野牧場 462－ 81：25．82 5．3�
816 ニシノフウジン 牡3鹿 56 武 豊西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 476＋ 2 〃 クビ 8．7�
12 アメカテソーロ 牝3栗 54 北村 宏司了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 リョーケンファー
ム株式会社 B464－ 61：25．9� 43．9	

48 ハニーズスマイル 牝3鹿 54 大野 拓弥髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 436± 01：26．64 217．7

611 アポロプラネット 牡3青鹿56 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 492± 0 〃 クビ 4．5�
713 サンマルソムニア 牝3鹿 54 丸田 恭介相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新ひだか サカイファーム 450＋ 61：27．02� 60．0�
36 ライヴガーネット 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 486＋10 〃 クビ 161．2
47 ミスターブリーズ 牡3栗 56 菊沢 一樹木村 廣太氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 490＋ 81：27．21� 370．9�
23 エドノバイオレット 牝3芦 54 江田 照男遠藤 喜松氏 新開 幸一 新ひだか 沖田 忠幸 456± 01：27．4� 297．4�
59 ヒ ナ ゲ シ 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 414± 01：27．5� 403．2�
11 フ ル ゴ ル 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 育也�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 408＋ 21：28．13� 256．3�
714 ハクアイエール 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人 �H.Iコーポレーション 小島 茂之 新冠 佐藤牧場 460－ 21：31．4大差 27．4�
35 ケントゥリア 牡3栗 56 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 浦河 榊原 敏明 508＋ 41：36．5大差 110．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，415，300円 複勝： 55，723，500円 枠連： 14，023，900円
馬連： 76，906，300円 馬単： 33，872，800円 ワイド： 63，448，800円
3連複： 120，187，000円 3連単： 131，582，600円 計： 535，160，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 150円 � 680円 枠 連（5－8） 480円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，560円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 8，190円 3 連 単 ��� 29，630円

票 数

単勝票数 計 394153 的中 � 83642（2番人気）
複勝票数 計 557235 的中 � 92476（3番人気）� 122649（1番人気）� 14441（7番人気）
枠連票数 計 140239 的中 （5－8） 22388（1番人気）
馬連票数 計 769063 的中 �� 84241（2番人気）
馬単票数 計 338728 的中 �� 18376（4番人気）
ワイド票数 計 634488 的中 �� 57912（2番人気）�� 5850（26番人気）�� 7443（18番人気）
3連複票数 計1201870 的中 ��� 11003（24番人気）
3連単票数 計1315826 的中 ��� 3219（89番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―36．6―49．4―1：01．7―1：13．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F35．8
3 ・（6，15）（1，10）（4，12）13，7，9，16（3，11）2，8－14＝5 4 ・（6，15）10（1，4）12（7，13）16（9，11）（3，2）8，14＝5

勝馬の
紹 介

ニシノアンドレア �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．8．22 新潟2着

2019．4．18生 牡3鹿 母 シルクヴェルサイユ 母母 シルクフレアー 5戦1勝 賞金 10，070，000円
〔騎手変更〕 ニシノアンドレア号の騎手永野猛蔵は，第5日第6競走での入線後の落馬負傷のため横山武史に変更。
〔発走状況〕 ケントゥリア号・ハクアイエール号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ハクアイエール号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハクアイエール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月13日まで平地競

走に出走できない。
ケントゥリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月13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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カラニ号・シルバーキングダム号・ハピネスガッサン号・ライフゴーズオン号
（非抽選馬） 2頭 アイファーロブスト号・サンブルッキングズ号

03062 2月13日 曇 重 （4東京1） 第6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 5，200，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

59 スペイスフォース 牡3鹿 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 518－ 22：11．9 2．1�

23 ブラックピアノ 牡3青鹿56 大野 拓弥井上 久光氏 松永 康利 新冠 大林ファーム 472＋ 22：12．0� 2．3�
612 ミエノアッパレ 牡3鹿 56 野中悠太郎里見美惠子氏 宮田 敬介 洞�湖 レイクヴィラファーム B544＋202：12．95 36．8�
36 エ ス テ ラ 牡3青鹿56 横山 武史前田 晋二氏 萩原 清 浦河 高昭牧場 496＋ 22：13．22 17．2�
35 ヤマタケコーチャン 牡3黒鹿56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 船越牧場 440－ 42：13．62� 129．0�
713 ムーンシャドウ 牡3鹿 56 江田 照男飯塚 知一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 492± 02：13．91� 64．4�
11 ブルーシグナル 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 B452＋ 22：14．32� 20．2	
714 ソニンクヴァース 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人 KRジャパン 武藤 善則 むかわ 上水牧場 B492± 02：14．51 8．6

510 ミツカネラブリー 牡3青鹿56 菊沢 一樹小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 488＋ 22：15．77 207．1�
611 アルバダイヤー 牡3鹿 56 松山 弘平ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－ 62：15．8� 35．4�
816 グレートバリア �3黒鹿56 津村 明秀本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 小国スティーブル 476＋ 62：16．01 68．4
815 ウィンターアゲイン 牡3芦 56 伊藤 工真保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 田中 裕之 B460＋ 62：16．85 222．8�
47 ジェイエルジェット 牡3黒鹿56 吉田 豊橋元 幸人氏 小西 一男 日高 福満牧場 470＋102：17．86 515．4�
24 オレノスゴワザ 牡3鹿 56

54 △山田 敬士諸岡 慶氏 南田美知雄 日高 北田 剛 B470－ 42：19．07 328．7�
48 キャノンコア 牡3栗 56 石川裕紀人亀岡 和彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 434± 02：19．95 164．2�
12 ク リ ケ ッ ト 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 育也吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 480＋202：22．2大差 80．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，488，900円 複勝： 71，660，400円 枠連： 13，085，800円
馬連： 62，039，700円 馬単： 35，324，200円 ワイド： 57，568，100円
3連複： 104，828，800円 3連単： 141，088，400円 計： 531，084，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 440円 枠 連（2－5） 240円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 140円 �� 990円 �� 950円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 5，940円

票 数

単勝票数 計 454889 的中 � 172389（1番人気）
複勝票数 計 716604 的中 � 371776（1番人気）� 133796（2番人気）� 14347（7番人気）
枠連票数 計 130858 的中 （2－5） 40755（1番人気）
馬連票数 計 620397 的中 �� 199019（1番人気）
馬単票数 計 353242 的中 �� 64184（1番人気）
ワイド票数 計 575681 的中 �� 145557（1番人気）�� 11441（11番人気）�� 11926（10番人気）
3連複票数 計1048288 的中 ��� 50548（5番人気）
3連単票数 計1410884 的中 ��� 17212（16番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―12．6―12．4―12．4―12．2―12．8―13．4―12．9―12．7―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．0―30．6―43．0―55．4―1：07．6―1：20．4―1：33．8―1：46．7―1：59．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スペイスフォース �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．1．15 中山2着

2019．3．25生 牡3鹿 母 スターライト 母母 リオズスターレット 3戦1勝 賞金 9，700，000円
〔騎手変更〕 アルバダイヤー号の騎手永野猛蔵は，第5日第6競走での入線後の落馬負傷のため松山弘平に変更。
〔制裁〕 ヤマタケコーチャン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50，000円。
〔その他〕 ソニンクヴァース号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オレノスゴワザ号・キャノンコア号・クリケット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和4年3月13日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ソニンクヴァース号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年3月13日まで出走できない。
※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。
（非当選馬） 1頭 トーセンレガーロ号

第１回 東京競馬 第６日



03063 2月13日 曇 重 （4東京1） 第6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 5，200，000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

611 ア プ サ ラ ー 牝3栗 54 石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新冠 ハクレイファーム 440＋ 61：37．8 19．6�

510 ウインターセット 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492－ 61：37．9� 1．9�
48 キョウエイパーリオ 牝3黒鹿54 武士沢友治田中 晴夫氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 486＋ 21：38．22 87．3�
714 ジェイエルエース 牝3栗 54 野中悠太郎橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 492－ 41：38．41� 6．8�
612 フ エ キ 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也�和田牧場 和田正一郎 浦河 カケハムポニークラブ 510－ 4 〃 クビ 151．9	
12 ル チ ア 牝3鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋ 41：38．5クビ 9．4

47 シャムトラダイコウ 牝3芦 54 江田 照男西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 482－ 81：39．03 231．2�
36 ショウナンカンキ 牝3鹿 54 吉田 豊国本 哲秀氏 戸田 博文 新ひだか 西村牧場 B438＋ 61：39．32 52．9�
59 ニ ケ テ ア 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗エースレーシング 武井 亮 厚真 阿部 栄乃進 B458＋ 21：39．4クビ 43．7
35 ヤサカシュエット 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 460＋ 21：39．61� 23．5�
23 ラ ー ト リ ー 牝3栗 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 442＋ 6 〃 クビ 3．4�
816 ウェイクアップ 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 448 ―1：39．7� 45．3�
713 ホーンドムーン 牝3鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 武井 亮 安平 追分ファーム 510＋ 61：39．8� 96．1�
11 キャリアデザイン 牝3黒鹿54 大野 拓弥�明栄商事 土田 稔 新ひだか 沖田 忠幸 488＋ 41：41．28 267．5�
24 シャルムドール 牝3黒鹿54 岩田 康誠諸岡 慶氏 堀井 雅広 新冠 石田牧場 426－121：43．3大差 190．4�

（15頭）
815 ココリヴィクトリア 牝3栗 54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 平野牧場 498－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 46，159，500円 複勝： 60，595，500円 枠連： 12，891，800円
馬連： 61，714，200円 馬単： 32，743，000円 ワイド： 66，237，800円
3連複： 98，016，900円 3連単： 124，185，000円 計： 502，543，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 300円 � 110円 � 1，650円 枠 連（5－6） 1，310円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 600円 �� 13，350円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 37，910円 3 連 単 ��� 251，490円

票 数

単勝票数 差引計 461595（返還計 4641） 的中 � 18758（5番人気）
複勝票数 差引計 605955（返還計 6722） 的中 � 39881（5番人気）� 230961（1番人気）� 5584（11番人気）
枠連票数 差引計 128918（返還計 175） 的中 （5－6） 7583（6番人気）
馬連票数 差引計 617142（返還計 15261） 的中 �� 30582（5番人気）
馬単票数 差引計 327430（返還計 7631） 的中 �� 5354（15番人気）
ワイド票数 差引計 662378（返還計 21368） 的中 �� 30571（5番人気）�� 1216（59番人気）�� 5459（25番人気）
3連複票数 差引計 980169（返還計 46875） 的中 ��� 1939（78番人気）
3連単票数 差引計1241850（返還計 55214） 的中 ��� 358（421番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．9―12．5―12．8―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―35．0―47．5―1：00．3―1：12．7―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア プ サ ラ ー �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ディープブリランテ デビュー 2021．10．31 東京5着

2019．1．21生 牝3栗 母 キ ン ナ リ ー 母母 カラヴィンカ 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔競走除外〕 ココリヴィクトリア号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャルムドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月13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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワーキングスタイル号
（非抽選馬） 1頭 イチゴガリ号

03064 2月13日 雨 重 （4東京1） 第6日 第4競走 1，600�3歳新馬
発走11時40分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

47 ショウナンダール 牡3青鹿56 丸山 元気国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フジカワ牧場 504 ―1：38．9 7．6�
510 ケ ラ ウ ノ ス 牡3鹿 56 松山 弘平�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 542 ―1：39．96 7．8�
48 ミッキーキング 牡3鹿 56 C．ルメール 野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 464 ― 〃 クビ 5．0�
35 クインズハッピー 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 452 ―1：40．21� 29．5�
36 キングスウェイ 牡3鹿 56 武 豊江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 484 ―1：40．51� 8．6�
23 ソプラヴェステ 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人吉田 照哉氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 450 ― 〃 アタマ 22．7	
612 レイクマーティア 牝3芦 54 菅原 隆一西森 功氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 490 ― 〃 アタマ 36．3

815 ワンダーデュエル 牡3鹿 56 石橋 脩山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 藤春 修二 484 ― 〃 アタマ 4．5�
11 シーアンラウフェン 牝3鹿 54 津村 明秀和田 志保氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 444 ―1：40．71 87．7�
611 シゲルスイトピー 牝3鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 松山 将樹 浦河 信岡牧場 468 ―1：40．8� 152．8
12 タイセイレーヴ 牡3鹿 56 川島 信二田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 酒井牧場 502 ―1：41．75 3．4�
816 アストロロジー 牡3栗 56 西村 太一石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 494 ―1：42．23 87．7�
59 ミステリマスカット 牝3鹿 54

52 △山田 敬士中脇 満氏 上原 博之 浦河 笹地牧場 388 ―1：42．62� 247．0�
713 スズヴァレット 牡3黒鹿56 大野 拓弥森 達郎氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 558 ―1：43．13 60．9�
24 デルマヴィリア 牝3青 54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 434 ―1：43．42 285．1�
714 フォーエバーシップ 牡3鹿 56 岩田 康誠青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 512 ―1：44．67 81．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，764，100円 複勝： 51，837，400円 枠連： 15，384，500円
馬連： 65，578，800円 馬単： 26，643，600円 ワイド： 56，183，600円
3連複： 93，197，600円 3連単： 95，832，200円 計： 450，421，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 220円 � 240円 � 200円 枠 連（4－5） 1，280円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 930円 �� 890円 �� 800円

3 連 複 ��� 5，920円 3 連 単 ��� 37，820円

票 数

単勝票数 計 457641 的中 � 47831（4番人気）
複勝票数 計 518374 的中 � 59520（4番人気）� 52895（5番人気）� 71383（3番人気）
枠連票数 計 153845 的中 （4－5） 9271（5番人気）
馬連票数 計 655788 的中 �� 19206（12番人気）
馬単票数 計 266436 的中 �� 3672（24番人気）
ワイド票数 計 561836 的中 �� 15470（13番人気）�� 16096（12番人気）�� 18252（9番人気）
3連複票数 計 931976 的中 ��� 11793（22番人気）
3連単票数 計 958322 的中 ��� 1837（140番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．8―49．7―1：02．8―1：14．9―1：26．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンダール �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2019．4．18生 牡3青鹿 母 ダイアゴナルクロス 母母 スペシャルリボン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ソプラヴェステ号の騎手永野猛蔵は，第5日第6競走での入線後の落馬負傷のため横山琉人に変更。
〔発走状況〕 キングスウェイ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 キングスウェイ号は，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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アランフェスレオ号・アルセニウス号・ヴェンチュラスカイ号・エティエンヌ号・シゲルチータ号・

ジュヴゼーム号・トリデンテ号・ニシノアヤカマル号・パンダリオン号・ビーブルー号・フロムワンズハート号・
ヤマニンエピュレ号・ユキサンゴールド号



03065 2月13日 雨 良 （4東京1） 第6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 5，200，000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
1：44．2
1：43．8

良
良

23 ローシャムパーク 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：47．3 1．4�
47 ロ ジ マ ン ボ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 480－ 21：48．04 5．5�
48 イ ル モ ン ド 牝3黒鹿54 石川裕紀人大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 杵臼牧場 466－ 61：48．21� 48．5�
816 バ ラ ジ 牡3鹿 56 三浦 皇成岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 増本牧場 502－ 2 〃 クビ 69．9�
815 ディープグラビティ 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 474＋ 21：48．3クビ 5．2�
24 フォレスクライト 牡3青鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 萩原 清 洞�湖 レイクヴィラファーム 448＋14 〃 クビ 20．5	
612 フクチャンクイーン 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人福田 義明氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 426＋ 61：48．51� 133．5

510 オンザロード 牡3鹿 56 内田 博幸久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 508＋ 6 〃 ハナ 20．1�
11 メロウヴォイス 牝3鹿 54 田辺 裕信水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 434－ 61：49．13� 66．0�
713 エレウテリア 牡3鹿 56 吉田 豊�和田牧場 松永 康利 新ひだか 福岡 駿弥 466＋ 61：49．2� 459．0
35 ヴァプンアート 牡3鹿 56 武 豊西森 功氏 堀井 雅広 平取 赤石牧場 456± 01：49．3� 36．1�
59 ガ リ ン シ ャ 牡3栗 56 野中悠太郎渡邊 隆氏 菊川 正達 新ひだか 真歌田中牧場 436± 01：49．72� 213．9�
714 ビートザレコード 牡3鹿 56 松岡 正海�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 462 ― 〃 クビ 244．3�
36 シエリナロッジ 牝3鹿 54 菊沢 一樹小林 弘明氏 青木 孝文 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 466－ 21：50．65 483．6�
611 フレンドオパール 牝3青鹿 54

51 ▲小林 脩斗横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 408＋ 41：50．81� 386．3�
12 タフトテソーロ 牡3鹿 56 松山 弘平了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 浦河 酒井牧場 466＋ 61：51．33 103．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，199，600円 複勝： 198，043，100円 枠連： 18，777，700円
馬連： 77，896，600円 馬単： 49，086，300円 ワイド： 75，474，200円
3連複： 128，169，600円 3連単： 194，506，700円 計： 797，153，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 480円 枠 連（2－4） 280円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 230円 �� 880円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 5，800円

票 数

単勝票数 計 551996 的中 � 294919（1番人気）
複勝票数 計1980431 的中 � 1496793（1番人気）� 130235（3番人気）� 21715（7番人気）
枠連票数 計 187777 的中 （2－4） 51274（1番人気）
馬連票数 計 778966 的中 �� 177386（2番人気）
馬単票数 計 490863 的中 �� 84138（1番人気）
ワイド票数 計 754742 的中 �� 104512（2番人気）�� 19794（9番人気）�� 11901（15番人気）
3連複票数 計1281696 的中 ��� 39456（8番人気）
3連単票数 計1945067 的中 ��� 24280（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―36．5―48．3―1：00．4―1：12．4―1：23．8―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

ローシャムパーク �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．9．4 新潟2着

2019．2．10生 牡3鹿 母 レネットグルーヴ 母母 イントゥザグルーヴ 3戦1勝 賞金 10，000，000円
〔騎手変更〕 タフトテソーロ号の騎手永野猛蔵は，第5日第6競走での入線後の落馬負傷のため松山弘平に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 イチゴ号・エスクルシオーネ号・クイーンドライヴ号
（非抽選馬） 4頭 アララギ号・シタゴコロ号・デザートスター号・ファインバローロ号

03066 2月13日 雨 良 （4東京1） 第6日 第6競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時00分 （芝・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：20．6
2：20．6

良
良

33 ポレンティア 牝5青鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 516－ 22：28．2 6．0�

89 ゲンパチリベロ 牡4芦 56 武 豊平野 武志氏 堀井 雅広 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 498＋222：28．41 4．2�

810 ネイチャーシップ 牡4芦 56 野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 500＋22 〃 クビ 37．5�
78 アスクヒーロー 牡4鹿 56 川田 将雅廣崎利洋HD� 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 500－ 22：28．5アタマ 1．8�
44 エクセレントラン �5鹿 57

54 ▲横山 琉人田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 480＋ 22：28．82 35．8	
66 デルマラッキーガイ 牡5黒鹿57 松山 弘平浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 488＋ 22：29．01� 6．1

11 カガジャスティス 牡5鹿 57 丸田 恭介香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 532± 02：29．42 58．3�
77 ナ ミ ブ �6鹿 57 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 472＋102：29．72 113．9�
22 レッドペルーシュ 牝5鹿 55

54 ☆木幡 育也 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 428＋142：30．55 20．2
55 ク オ ン タ ム 牝4芦 54 松岡 正海�ミルファーム 村田 一誠 浦河 猿橋 義昭 B452－ 22：31．13� 114．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，383，300円 複勝： 66，332，300円 枠連： 8，806，200円
馬連： 55，857，700円 馬単： 31，592，200円 ワイド： 52，750，000円
3連複： 87，043，200円 3連単： 158，896，000円 計： 499，660，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 280円 � 260円 � 970円 枠 連（3－8） 1，420円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，250円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 13，970円 3 連 単 ��� 58，830円

票 数

単勝票数 計 383833 的中 � 51035（3番人気）
複勝票数 計 663323 的中 � 67563（4番人気）� 73139（3番人気）� 15088（7番人気）
枠連票数 計 88062 的中 （3－8） 4783（6番人気）
馬連票数 計 558577 的中 �� 27182（6番人気）
馬単票数 計 315922 的中 �� 6715（12番人気）
ワイド票数 計 527500 的中 �� 25012（5番人気）�� 5813（20番人気）�� 7271（16番人気）
3連複票数 計 870432 的中 ��� 4673（34番人気）
3連単票数 計1588960 的中 ��� 1958（139番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．7―37．2―49．6―1：02．3―1：15．1―1：27．9―1：40．5―1：52．8―2：04．1―2：15．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．4
1
3
2，3（5，8）9＝（1，10）＝（4，6）－7
2，3（5，8）9，1，10（4，6）7

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

勝馬の
紹 介

ポレンティア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Orpen デビュー 2019．8．17 札幌1着

2017．4．24生 牝5青鹿 母 ポ ー レ ン 母母 On Air 12戦2勝 賞金 30，343，000円
〔制裁〕 ナミブ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70，000円。



03067 2月13日 雨 不良 （4東京1） 第6日 第7競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走13時30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
1：33．8
1：33．3

重
良

24 フ ル オ ー ル 牡3鹿 56 横山 武史林 正道氏 斎藤 誠 日高 藤本ファーム 452＋ 21：36．3 10．1�
612 サクセスローレル 牡3鹿 56 戸崎 圭太�タカシマ 北出 成人 浦河 大島牧場 502－ 41：36．4� 4．9�
611 コースタルテラス 牡3黒鹿56 津村 明秀吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：36．5クビ 38．4�
510� フィフティシェビー 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米
Three Chimneys
Farm, LLC & Whis-
per Hill Farm, LLC

B496＋ 8 〃 ハナ 10．5�
713 デ ア ノ ヴ ァ 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 伊坂 重信 新冠 村上 進治 460＋ 6 〃 クビ 88．5�
36 タヒチアンダンス 牝3栗 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468－ 41：36．6	 1．6	
23 ビヨンドザファザー 牡3鹿 56 石川裕紀人 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 504＋ 41：36．81
 9．8

714 コンクエスト 牡3鹿 56 三浦 皇成前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋241：36．9	 30．4�
47 グ ロ ー リ ー 牡3鹿 56 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 468± 01：37．32	 81．3�
11 ミヤビクライ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 478± 01：37．4クビ 142．2
12 ム ー ヴ 牡3鹿 56 武 豊前田 葉子氏 池上 昌和 日高 シンボリ牧場 450－ 61：37．5	 147．8�
48 ミツカネヴィーナス 牝3栗 54 松山 弘平小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 細川農場 456－ 21：37．82 69．7�
815 ノクターナリティ 牡3黒鹿56 北村 宏司ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B474－ 41：38．01
 243．3�
59 センタースリール 牝3鹿 54 野中悠太郎中澤 利文氏 本間 忍 日高 高山 博 468＋ 21：38．1	 266．3�
35 シンボリックレルム 牝3黒鹿54 岩田 康誠吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 484± 01：39．27 121．4�
816 セイウンプラチナ 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 496＋ 41：39．94 34．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，409，900円 複勝： 117，987，600円 枠連： 22，452，300円
馬連： 87，405，400円 馬単： 50，928，200円 ワイド： 97，154，900円
3連複： 150，379，900円 3連単： 211，720，500円 計： 808，438，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 320円 � 280円 � 810円 枠 連（2－6） 940円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 620円 �� 2，310円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 11，250円 3 連 単 ��� 80，490円

票 数

単勝票数 計 704099 的中 � 55592（4番人気）
複勝票数 計1179876 的中 � 99851（3番人気）� 122002（2番人気）� 33469（7番人気）
枠連票数 計 224523 的中 （2－6） 18412（4番人気）
馬連票数 計 874054 的中 �� 34424（6番人気）
馬単票数 計 509282 的中 �� 7538（17番人気）
ワイド票数 計 971549 的中 �� 42800（6番人気）�� 10459（21番人気）�� 14198（17番人気）
3連複票数 計1503799 的中 ��� 10024（36番人気）
3連単票数 計2117205 的中 ��� 1907（211番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．0―46．9―59．3―1：11．6―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．0
3 ・（12，16）－11（1，9，14）15，6，5（4，8）（7，13）（3，10）－2 4 ・（12，16）11－（1，14）6（5，9）（4，15）－（3，7，8）13（2，10）

勝馬の
紹 介

フ ル オ ー ル �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．9．25 中山1着

2019．3．5生 牡3鹿 母 ゴールドフォレスト 母母 フォレストキティ 6戦2勝 賞金 19，679，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アンビション号・ウインアウォード号・チャプリ号・トリグラフ号・トーセンエルドラド号

03068 2月13日 雨 稍重 （4東京1） 第6日 第8競走 ��1，600�4歳以上2勝クラス
発走14時00分 （芝・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
1：30．5
1：30．3

良
良

23 アヴェラーレ 牝4鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450＋101：34．7 2．6�
47 イズンシーラブリー 牝4鹿 55 横山 武史諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 422± 01：34．8� 4．5�
48 ユキノファラオ 牡4鹿 57 田辺 裕信井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 486－ 2 〃 クビ 25．1�
714 チアチアクラシカ 牝5鹿 55 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 506－ 61：35．01� 11．6�
35 スリートップキズナ 牡4黒鹿57 石橋 脩永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B456＋ 21：35．21� 7．9	
510 エクレアスピード �6鹿 57 江田 照男李 柱坤氏 大和田 成 新冠 イワミ牧場 478＋10 〃 アタマ 102．0

611 アオイシンゴ �8芦 57 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 514＋ 81：35．3� 7．6�
11 ジュンブルースカイ 牡4鹿 57 川田 将雅河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456± 01：35．4	 5．4�
612 ラキャラントシス 牝5栗 55 津村 明秀�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 484＋ 41：35．61� 100．0
816 ショーヒデキラ 牡6鹿 57 三浦 皇成吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 500＋ 81：35．91� 25．0�
713 ウインメルシー 牝6鹿 55 松山 弘平�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 484± 01：36．0� 119．3�
815 ライクアジュエリー 牝5鹿 55 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム B460± 01：36．31	 155．9�
59 オータムレッド 牝5栗 55 嶋田 純次青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 460－ 21：36．4� 324．7�
36 ニシノアジャスト 牡4青鹿57 大野 拓弥西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 548＋141：36．72 145．1�
12 コスモヨハネ 牡10栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 492＋ 21：36．91� 332．0�
24 
 サイモンジルバ 牝7鹿 55 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 468－ 51：38．17 365．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，875，100円 複勝： 103，726，800円 枠連： 19，833，600円
馬連： 129，576，700円 馬単： 47，123，700円 ワイド： 116，199，900円
3連複： 188，849，000円 3連単： 201，475，800円 計： 872，660，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 170円 � 430円 枠 連（2－4） 590円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，430円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 16，820円

票 数

単勝票数 計 658751 的中 � 198574（1番人気）
複勝票数 計1037268 的中 � 228111（1番人気）� 170846（2番人気）� 44471（8番人気）
枠連票数 計 198336 的中 （2－4） 25706（1番人気）
馬連票数 計1295767 的中 �� 132638（1番人気）
馬単票数 計 471237 的中 �� 27043（1番人気）
ワイド票数 計1161999 的中 �� 94302（2番人気）�� 19610（17番人気）�� 18951（19番人気）
3連複票数 計1888490 的中 ��� 24678（22番人気）
3連単票数 計2014758 的中 ��� 8681（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―35．0―47．4―1：00．0―1：11．0―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．7
3 15，12，9，5，7（2，11）3（1，14）8，10（4，6）（13，16） 4 ・（15，12）（5，9）（7，11）（2，3）（1，14）（8，10）4（13，6，16）

勝馬の
紹 介

アヴェラーレ �
�
父 ドゥラメンテ �

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

2018．3．29生 牝4鹿 母 アルビアーノ 母母 Antics 6戦3勝 賞金 40，753，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 ウインメルシー号の騎手永野猛蔵は，第5日第6競走での入線後の落馬負傷のため松山弘平に変更。
※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。
（非当選馬） 1頭 エメラルスター号



03069 2月13日 雨 稍重 （4東京1） 第6日 第9競走 ��
��1，800�

は つ ね

初音ステークス
発走14時35分 （芝・左）
牝，4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳54�5歳以上55�

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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

815 メイサウザンアワー 牝4鹿 54 横山 武史千明牧場 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：48．7 6．4�
712 ク ク ナ 牝4黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 468＋20 〃 アタマ 2．7�
11 ラ イ テ ィ ア 牝5鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 434＋ 8 〃 ハナ 7．1�
47 モリノカンナチャン 牝4鹿 54 三浦 皇成森 和久氏 大江原 哲 登別 青藍牧場 448－ 21：48．91� 28．8�
814 イズジョーノキセキ 牝5鹿 55 岩田 康誠泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 468＋ 61：49．0アタマ 3．4�
35 フィオリキアリ 牝5鹿 55 石川裕紀人槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 2 〃 クビ 32．8	
610 ヤマニンデンファレ 牝4芦 54 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 484± 0 〃 ハナ 19．6

34 バ ル ト リ 牝5黒鹿55 北村 宏司ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 61：49．21	 24．7�
611
 ヴィオリーナ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太 �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 B464＋ 2 〃 クビ 17．6
22 オ ハ ナ 牝7青鹿55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 456＋181：49．3クビ 134．0�
58 セ リ ユ ー ズ 牝6鹿 55 内田 博幸 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 518＋161：49．4� 38．8�
23 
 リーピングリーズン 牝6青鹿55 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 514－ 4 〃 ハナ 269．0�

46 セイウンヴィーナス 牝5青鹿55 野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 482＋ 41：49．61	 232．5�
713 ジ ョ デ ィ ー 牝6鹿 55 吉田 豊小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 512＋101：50．87 151．4�
59 パラスアテナ 牝5鹿 55 大野 拓弥広尾レース� 高柳 瑞樹 新ひだか 木村 秀則 B456＋161：51．01� 28．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 72，497，500円 複勝： 103，476，400円 枠連： 33，284，300円
馬連： 142，667，300円 馬単： 54，567，800円 ワイド： 120，827，300円
3連複： 224，797，700円 3連単： 236，681，200円 計： 988，799，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 130円 � 220円 枠 連（7－8） 330円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 330円 �� 930円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 11，540円

票 数

単勝票数 計 724975 的中 � 89417（3番人気）
複勝票数 計1034764 的中 � 135644（3番人気）� 256730（1番人気）� 102334（4番人気）
枠連票数 計 332843 的中 （7－8） 77650（1番人気）
馬連票数 計1426673 的中 �� 139706（2番人気）
馬単票数 計 545678 的中 �� 21756（4番人気）
ワイド票数 計1208273 的中 �� 102763（2番人気）�� 30483（9番人気）�� 58542（4番人気）
3連複票数 計2247977 的中 ��� 79334（4番人気）
3連単票数 計2366812 的中 ��� 14862（21番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．7―12．4―12．2―11．9―10．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．3―49．7―1：01．9―1：13．8―1：24．7―1：36．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイサウザンアワー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．19 福島2着

2018．5．7生 牝4鹿 母 デ ィ ナ シ ー 母母 トゥザヴィクトリー 9戦4勝 賞金 65，614，000円

03070 2月13日 雨 不良 （4東京1） 第6日 第10競走 ��
��1，400�バレンタインステークス

発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額600万円毎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）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

11 メイショウウズマサ 牡6黒鹿57 岩田 康誠松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 504± 01：22．2 8．2�
24 ケイアイターコイズ 牡6芦 57 内田 博幸 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 528＋ 2 〃 クビ 18．8�
510 サンライズラポール 牡5栗 57 武 豊松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B516＋ 81：22．41 16．0�
612 ボンディマンシュ 	6黒鹿57 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 504＋ 4 〃 クビ 6．8�
816 フルデプスリーダー 牡5鹿 57 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 500＋121：22．71
 3．8	
12 サ ヴ ァ 牡4黒鹿57 松山 弘平藤田 孟司氏 上村 洋行 浦河 大北牧場 530－ 6 〃 クビ 10．4

35 アーバンイェーガー 牡8黒鹿57 吉田 豊村木 克成氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 526＋ 41：23．01� 54．9�
23 ゲンパチフォルツァ 牡4鹿 56 津村 明秀平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 522＋ 81：23．21� 50．6�
48 トウカイエトワール 牡5栗 57 石川裕紀人内村 正則氏 茶木 太樹 新ひだか 平野牧場 512－ 21：23．3� 106．6
36 コパノマーキュリー 牡5鹿 57 田辺 裕信小林 祥晃氏 村山 明 浦河 金成吉田牧場 512＋ 21：23．4クビ 26．1�
815 シャイニーブランコ 牡6芦 57 北村 宏司小林 昌志氏 小林 真也 平取 雅 牧場 456＋ 2 〃 クビ 67．7�
713� イモータルスモーク 牡5鹿 57 石橋 脩�レッドマジック金成 貴史 米

Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

520＋ 21：23．61 86．5�
47 シーズンズギフト 牝5青鹿54 野中悠太郎 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：24．02� 105．7�
611� コラルノクターン 牡5鹿 57 戸崎 圭太グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training

Center, LLC 514± 01：24．32 11．8�
714� クロパラントゥ 	4黒鹿56 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 B522－ 2 〃 クビ 3．2�
59 バーナードループ 牡5黒鹿57 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 528＋ 41：24．4� 228．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 94，875，100円 複勝： 134，811，900円 枠連： 41，485，700円
馬連： 208，913，300円 馬単： 73，088，900円 ワイド： 166，491，500円
3連複： 338，493，500円 3連単： 348，424，000円 計： 1，406，583，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 250円 � 530円 � 410円 枠 連（1－2） 2，380円

馬 連 �� 5，080円 馬 単 �� 9，030円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 1，780円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 25，710円 3 連 単 ��� 121，560円

票 数

単勝票数 計 948751 的中 � 91788（4番人気）
複勝票数 計1348119 的中 � 155690（3番人気）� 61288（8番人気）� 82577（7番人気）
枠連票数 計 414857 的中 （1－2） 13470（7番人気）
馬連票数 計2089133 的中 �� 31830（20番人気）
馬単票数 計 730889 的中 �� 6067（36番人気）
ワイド票数 計1664915 的中 �� 26601（20番人気）�� 24294（21番人気）�� 10964（38番人気）
3連複票数 計3384935 的中 ��� 9872（79番人気）
3連単票数 計3484240 的中 ��� 2078（391番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．2―11．9―11．4―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．6―46．5―57．9―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウウズマサ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．12．22 阪神1着

2016．2．21生 牡6黒鹿 母 ホーマンフリップ 母母 レーゲンボーゲン 21戦5勝 賞金 108，081，000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 サンライズカラマ号・メイショウアリソン号

２レース目



03071 2月13日 雨 稍重 （4東京1） 第6日 第11競走 ��
��1，800�第56回共 同 通 信 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （トキノミノル記念） （芝・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1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

共同通信社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

810 ダノンベルーガ 牡3鹿 56 松山 弘平�ダノックス 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：47．9 3．9�
55 ジ オ グ リ フ 牡3栗 57 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 498＋ 21：48．11	 3．4�
78 ビーアストニッシド 牡3黒鹿56 岩田 康誠村中 徹氏 飯田 雄三 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 470＋ 41：48．31	 29．8�
79 ジュンブロッサム 牡3黒鹿56 武 豊河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋181：48．5
 20．2�
22 ア サ ヒ 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 510＋121：48．71� 3．5	
67 レッドモンレーヴ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 490－ 4 〃 アタマ 22．9

811 ダノンスコーピオン 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 458± 01：48．8
 5．3�
33 アバンチュリエ 牡3栗 56 横山 武史 DMMドリームクラブ� 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 464－ 21：49．12 41．4�
66 アケルナルスター 牡3青鹿56 柴田 大知永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 454± 01：49．2	 16．2
11 サンストックトン 牡3栗 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 株式会社 加

藤ステーブル 464＋ 61：49．3
 55．1�
44 � エイシンシュトルム 牡3芦 56 石川裕紀人�栄進堂 勢司 和浩 浦河 栄進牧場 492＋ 51：49．51� 165．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 355，580，600円 複勝： 334，920，000円 枠連： 128，107，500円 馬連： 781，923，400円 馬単： 310，381，500円
ワイド： 590，256，700円 3連複： 1，304，935，700円 3連単： 2，054，693，400円 5重勝： 788，342，200円 計： 6，649，141，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 160円 � 440円 枠 連（5－8） 440円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，670円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 6，640円 3 連 単 ��� 24，280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����� 9，854，270円

票 数

単勝票数 計3555806 的中 � 719800（3番人気）
複勝票数 計3349200 的中 � 534223（3番人気）� 652863（2番人気）� 147818（7番人気）
枠連票数 計1281075 的中 （5－8） 221551（2番人気）
馬連票数 計7819234 的中 �� 626369（5番人気）
馬単票数 計3103815 的中 �� 132666（7番人気）
ワイド票数 計5902567 的中 �� 382378（5番人気）�� 91198（21番人気）�� 148952（10番人気）
3連複票数 計13049357 的中 ��� 147338（26番人気）
3連単票数 計20546934 的中 ��� 61338（83番人気）
5重勝票数 計7883422 的中 ����� 56

ハロンタイム 12．7―11．3―12．1―12．5―12．5―12．5―11．3―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．1―48．6―1：01．1―1：13．6―1：24．9―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンベルーガ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Tizway デビュー 2021．11．21 東京1着

2019．2．7生 牡3鹿 母 コーステッド 母母 Malibu Pier 2戦2勝 賞金 47，413，000円
〔制裁〕 ビーアストニッシド号の騎手岩田康誠は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・5番）

03072 2月13日 雨 不良 （4東京1） 第6日 第12競走 1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・左）

牝；負担重量は，55�
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
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 マイヨアポア 牝4鹿 55
52 ▲小林 脩斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 470＋ 41：23．6 4．3�

35 アラゴナイト 牝4黒鹿55 田辺 裕信重松 國建氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 460＋ 41：23．7クビ 5．5�
713 ロゼキルシュ 牝5栗 55 松山 弘平�トップフェロウ杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 490± 01：23．81 12．7�
612 コモレビキラリ 牝4青鹿55 野中悠太郎亀岡 和彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 476＋ 21：23．9� 5．5�
59 � トゥインクルリーフ 牝6鹿 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか ウエスタンファーム 462－ 41：24．0� 34．2	
24 チャペルレーン 牝4黒鹿55 横山 武史 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 458＋ 21：24．1� 8．7

48 ティケイプルメリア 牝5鹿 55 伊藤 工真田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 秋場牧場 B462± 01：24．41� 11．0�
23 マイステージ 牝4鹿 55 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 440－ 21：24．5� 16．9�
611 モリノカワセミ 牝6鹿 55 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 466± 0 〃 クビ 30．2
816 ベルクワイア 牝6鹿 55 石川裕紀人 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 524＋ 61：24．82 5．9�
36 アラゴネーゼ 牝6芦 55 北村 宏司�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム B520＋301：24．9クビ 67．2�
714� リワードノルン 牝6黒鹿55 田中 勝春宮﨑 冴子氏 村田 一誠 浦河 有限会社

リワード B484＋121：25．0� 61．5�
510 ハナブショウ 牝6鹿 55

52 ▲横山 琉人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 462－ 61：25．31� 109．5�
11 � ドリームジャンボ 牝7鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 488－ 61：25．83 99．5�
47 イベリスリーフ 牝6栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：26．01� 48．2�
815 カラーズオブラヴ 牝5黒鹿55 武士沢友治グリーンスウォード和田 勇介 新ひだか 中橋 正 B478－ 61：26．74 58．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 144，768，800円 複勝： 185，174，300円 枠連： 58，706，100円
馬連： 279，000，300円 馬単： 96，778，700円 ワイド： 244，633，300円
3連複： 469，301，600円 3連単： 504，949，400円 計： 1，983，312，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 210円 � 340円 枠 連（1－3） 1，380円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，400円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 6，830円 3 連 単 ��� 28，580円

票 数

単勝票数 計1447688 的中 � 264221（1番人気）
複勝票数 計1851743 的中 � 331332（1番人気）� 224963（3番人気）� 117072（7番人気）
枠連票数 計 587061 的中 （1－3） 32950（4番人気）
馬連票数 計2790003 的中 �� 142363（3番人気）
馬単票数 計 967787 的中 �� 32724（2番人気）
ワイド票数 計2446333 的中 �� 101046（4番人気）�� 43809（17番人気）�� 44666（16番人気）
3連複票数 計4693016 的中 ��� 51515（20番人気）
3連単票数 計5049494 的中 ��� 12806（67番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．6―12．1―11．9―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．4―46．5―58．4―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイヨアポア �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ウインクリューガー デビュー 2020．12．5 中山3着

2018．4．3生 牝4鹿 母 エバーローズ 母母 クレバーピーチ 11戦3勝 賞金 37，300，000円
〔騎手変更〕 ハナブショウ号の騎手永野猛蔵は，第5日第6競走での入線後の落馬負傷のため横山琉人に変更。
〔制裁〕 ティケイプルメリア号の騎手伊藤工真は，後検量について注意義務を怠り戒告。
※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 ハルワタート号・フォークテイル号
（非抽選馬） 2頭 サンキーウエスト号・ミラーウォーカーズ号

５レース目



（4東京1）第6日 2月13日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良後稍重
重後不良

競走回数 12回 出走頭数 179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

274，980，000円
3，020，000円
31，680，000円
1，620，000円
35，970，000円
78，808，000円
5，109，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
1，074，417，700円
1，484，289，200円
386，839，400円
2，029，479，700円
842，130，900円
1，707，226，100円
3，308，200，500円
4，404，035，200円
788，342，200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 16，024，960，900円

総入場人員 9，612名 （有料入場人員 9，272名）
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