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03085 2月20日 曇 不良 （4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 5，200，000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

714 ロ ー ヴ ェ ロ 牡3鹿 56 C．ルメール C．チェン氏 加藤 征弘 苫小牧 アスラン 498－ 41：24．2 2．3�
816� ウォーカーテソーロ 牝3栗 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 稲垣 幸雄 米 Mr. & Mrs.
Kenji Ryotokuji 426± 01：24．73 9．9�

23 セイカフォルゴーレ 牡3栗 56 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 506－ 21：25．02 4．3�
510 エコロドラゴン 牡3鹿 56 菅原 明良原村 正紀氏 岩戸 孝樹 新ひだか 坂本 春雄 550－ 21：25．1クビ 8．5�
612 キョウコウトッパ 牝3黒鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 B468± 01：25．31� 170．6�
36 キタノブレイド 牡3黒鹿56 武士沢友治北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 長浜 忠 458＋ 61：25．4� 9．9	
611 ミスターサマンサ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486＋ 6 〃 クビ 96．0

12 オルロージュ 牡3芦 56 岩田 康誠�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 436－ 21：25．61� 74．3�
59 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 506－ 21：25．7� 32．8�
48 コ リ コ 牝3黒鹿54 柴田 大知大野 富生氏 粕谷 昌央 浦河 高昭牧場 438＋ 61：25．8� 166．3
713 グリーンライズ 牡3黒鹿56 M．デムーロ加藤 興一氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 462＋ 41：25．9クビ 8．2�
11 ベ ン テ イ ガ 牡3鹿 56 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか グランド牧場 492－101：26．11� 51．3�
815 キタサンドライバー 牡3鹿 56 三浦 皇成�大野商事 小笠 倫弘 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 81：26．2� 25．7�
47 エグゼクティブラン 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人村田 裕子氏 大竹 正博 むかわ 新井牧場 466± 01：27．47 306．9�
35 スリールトウショウ 牝3青鹿54 吉田 隼人広尾レース� 和田 雄二 新冠 中山 高鹿康 424± 01：27．5� 298．0�
24 セ レ ブ 牝3栗 54 大野 拓弥菅藤 孝雄氏 杉浦 宏昭 平取 清水牧場 B476＋ 41：29．210 66．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，489，200円 複勝： 81，909，700円 枠連： 19，559，900円
馬連： 84，476，900円 馬単： 39，291，300円 ワイド： 86，698，400円
3連複： 144，535，400円 3連単： 143，289，900円 計： 652，250，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 220円 � 150円 枠 連（7－8） 620円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 510円 �� 310円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 9，840円

票 数

単勝票数 計 524892 的中 � 181981（1番人気）
複勝票数 計 819097 的中 � 210306（1番人気）� 74113（6番人気）� 135371（2番人気）
枠連票数 計 195599 的中 （7－8） 24256（2番人気）
馬連票数 計 844769 的中 �� 53495（4番人気）
馬単票数 計 392913 的中 �� 16932（5番人気）
ワイド票数 計 866984 的中 �� 42171（4番人気）�� 79113（1番人気）�� 26818（10番人気）
3連複票数 計1445354 的中 ��� 46320（6番人気）
3連単票数 計1432899 的中 ��� 10556（16番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ー ヴ ェ ロ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Fastnet Rock デビュー 2022．1．29 東京2着

2019．8．10生 牡3鹿 母 セイクリッドサイト 母母 Give me Five 2戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セレブ号は，「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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アイファーロブスト号・ウォークル号・カルラファクター号・キセキノセンシ号・ドリームアジェンダ号・

ノボマジック号

03086 2月20日 曇 不良 （4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 5，200，000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

816 バックスクリーン 牡3栗 56 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 506－ 42：13．3 2．7�
815 ヒシアラカン 牡3栗 56 横山 武史阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 クビ 10．7�
714 ネッスンドルマ 牡3鹿 56 川田 将雅藤田 純氏 加藤士津八 新冠 新冠橋本牧場 448＋ 2 〃 ハナ 3．4�
59 ガンガディン 牡3黒鹿56 菅原 明良田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 468－ 62：13．62 18．5�
11 ケイアイグラビティ 牡3栗 56 内田 博幸 �ケイアイスタリオン 加藤 征弘 新冠 隆栄牧場 542－ 42：13．7クビ 3．7�
611 タッチフラッシュ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 琉人中村 祐子氏 尾形 和幸 浦河 大柳ファーム 472＋ 42：14．33� 120．5	
713 トーセンコップ 牡3栗 56 丸田 恭介島川 
哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 478± 02：14．4� 41．3�
12 ソ ア リ ン グ 牡3鹿 56 吉田 隼人栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 丸幸小林牧場 504＋ 42：14．5� 227．1�
36 シャドウマッドネス �3栗 56 大野 拓弥飯塚 知一氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 444＋ 22：14．82 45．4
47 ニシノレジスタンス 牡3鹿 56 石川裕紀人西山 茂行氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 492± 02：15．01� 69．3�
24 ダブルクロス 牡3鹿 56 吉田 豊河内 孝夫氏 小西 一男 日高 増尾牧場 492± 0 〃 ハナ 456．9�
23 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 498－ 22：15．63� 500．7�
35 フォレスタブル 牡3鹿 56 野中悠太郎犬塚悠治郎氏 根本 康広 青森 清水 貞信 496± 0 〃 ハナ 462．3�
612 トーセンレガーロ 牡3栗 56 武士沢友治島川 
哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B514± 02：15．7� 22．7�
48 ロ デ ム 牡3栗 56 松若 風馬�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 488－ 22：16．55 22．3�
510 チ ャ チ ャ 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗石井 義孝氏 中野 栄治 茨城 内藤牧場 484－ 82：17．03 313．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，494，200円 複勝： 55，548，200円 枠連： 15，118，500円
馬連： 70，332，600円 馬単： 32，066，400円 ワイド： 61，548，400円
3連複： 111，425，000円 3連単： 126，880，100円 計： 511，413，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 190円 � 130円 枠 連（8－8） 1，330円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 490円 �� 240円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 5，290円

票 数

単勝票数 計 384942 的中 � 114015（1番人気）
複勝票数 計 555482 的中 � 120210（2番人気）� 58017（4番人気）� 127884（1番人気）
枠連票数 計 151185 的中 （8－8） 8746（5番人気）
馬連票数 計 703326 的中 �� 50832（4番人気）
馬単票数 計 320664 的中 �� 14229（7番人気）
ワイド票数 計 615484 的中 �� 29944（4番人気）�� 75589（1番人気）�� 28831（5番人気）
3連複票数 計1114250 的中 ��� 67052（2番人気）
3連単票数 計1268801 的中 ��� 17367（10番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―13．3―13．1―12．9―13．1―13．4―13．2―12．1―11．7―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．6―31．9―45．0―57．9―1：11．0―1：24．4―1：37．6―1：49．7―2：01．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バックスクリーン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Encosta De Lago デビュー 2021．10．16 東京7着

2019．1．24生 牡3栗 母 ミ ス ラ ゴ 母母 Athyka 5戦1勝 賞金 9，900，000円

第１回 東京競馬 第８日



03087 2月20日 曇 不良 （4東京1） 第8日 第3競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

611 フォトスフィア 牡3栗 56 柴田 大知岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 506 ―1：25．2 3．2�
59 ルクスグレイシア 牝3鹿 54 石橋 脩�ルクス 西園 正都 新ひだか 静内山田牧場 480 ― 〃 クビ 5．9�
816 ルクスディオン 牝3栗 54 武 豊�ルクス 吉村 圭司 新ひだか 静内山田牧場 442 ―1：25．62� 5．0�
35 トラストベル 牝3栗 54 嶋田 純次菅波立知子氏 田村 康仁 新冠 有限会社 大

作ステーブル 448 ―1：26．02� 67．4�
714 セイウンマリンガー 牝3栗 54 野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー

クスタツド 420 ― 〃 クビ 158．4�
612 ステラレギア 牝3青鹿54 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 日高 アイズスタッド株式会社 442 ―1：27．17 84．0	
815 ツ イ ン レ イ 牝3黒鹿54 杉原 誠人星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷川牧場 494 ―1：27．21 26．6

23 ドルズデスティニー 牡3栗 56 大野 拓弥佐々木貴将氏 田島 俊明 日高 細川牧場 472 ―1：27．3アタマ 31．9�
12 ニ シ ノ ロ ゼ 牝3黒鹿54 松田 大作西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 前田ファーム 456 ― 〃 ハナ 24．7�
713 ニシノアジーブ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 中田 英樹 444 ― 〃 クビ 20．4
36 ミッキーピーナッツ 牡3鹿 56 戸崎 圭太野田みづき氏 尾関 知人 日高 白井牧場 514 ―1：28．15 4．5�
47 プ ル ー ミ ー 牝3黒鹿54 石川裕紀人中村 智幸氏 斎藤 誠 様似 猿倉牧場 452 ―1：28．42 12．0�
24 ギンザデノムオトコ 牡3青鹿56 菅原 明良小田切 光氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 506 ―1：28．82� 22．2�
48 ニシノアヤカマル 牝3栗 54 丸田 恭介西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 折手牧場 498 ―1：29．22� 37．4�
11 マジックスパート 牝3鹿 54 菅原 隆一日向 均氏 小野 次郎 浦河 丸村村下

ファーム 482 ―1：30．05 225．0�
510 フェスティヴベッラ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗臼井義太郎氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 450 ―1：31．38 134．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，039，800円 複勝： 52，132，800円 枠連： 14，704，100円
馬連： 60，818，600円 馬単： 25，983，000円 ワイド： 53，880，800円
3連複： 88，157，700円 3連単： 82，375，000円 計： 416，091，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 170円 � 190円 枠 連（5－6） 830円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 480円 �� 420円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 9，050円

票 数

単勝票数 計 380398 的中 � 93003（1番人気）
複勝票数 計 521328 的中 � 114366（1番人気）� 74759（3番人気）� 63757（4番人気）
枠連票数 計 147041 的中 （5－6） 13672（3番人気）
馬連票数 計 608186 的中 �� 37085（3番人気）
馬単票数 計 259830 的中 �� 9507（4番人気）
ワイド票数 計 538808 的中 �� 28367（4番人気）�� 33942（2番人気）�� 25705（5番人気）
3連複票数 計 881577 的中 ��� 30722（3番人気）
3連単票数 計 823750 的中 ��� 6595（11番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォトスフィア �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 パラダイスクリーク 初出走

2019．5．31生 牡3栗 母 タ マ ヒ カ ル 母母 トーワナゴン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェスティヴベッラ号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キョウエイドール号・ステップ号

03088 2月20日 曇 重 （4東京1） 第8日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

714 スガオノママデ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 450 ―1：49．0 21．4�
611 ジュエルラビシア 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 442＋ 81：49．42� 1．9�
12 フォーグッド 牡3黒鹿56 武 豊江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 510－ 21：49．82� 2．6�
11 クイーンドライヴ 牝3青鹿54 菊沢 一樹井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 408－101：49．9� 156．6�
816 トリプルスリル 牡3黒鹿56 石橋 脩吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 486－ 41：50．11� 17．1�
48 デザートスター 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 462＋ 21：50．2クビ 81．6	
713 ア ル テ ラ 牡3芦 56 武士沢友治武田 茂男氏 深山 雅史 浦河 まるとみ冨岡牧場 418＋ 61：50．31 18．2

47 シ タ ゴ コ ロ 牡3黒鹿56 江田 照男内田 玄祥氏 奥平 雅士 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 448＋ 6 〃 ハナ 59．6�
815 マリノフォルテシモ 牝3黒鹿54 丸田 恭介�クラウン 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 498 ―1：50．4クビ 166．5
510 エスクルシオーネ 牝3鹿 54 吉田 豊中村 祐子氏 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 394± 0 〃 クビ 111．4�
36 ポップコーントーン 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新冠 ビッグレッドファーム 396＋ 81：51．03� 253．8�
35 キタサンドーシン 牡3青鹿56 岩田 康誠�大野商事 奥村 武 新冠 村田牧場 460± 01：51．1� 11．3�
23 ウインルシファー 牡3栗 56 横山 武史�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 474－ 21：51．2� 40．3�
59 イ チ ゴ 牝3黒鹿54 野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 和幸 460＋ 21：51．94 171．2�
612 ライフゴーズオン 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 464－ 21：52．75 451．7�
24 シャイニングサン 牝3青鹿54 大野 拓弥吉田 千津氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 436＋ 61：56．2大差 48．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，765，300円 複勝： 83，338，100円 枠連： 17，525，500円
馬連： 78，004，000円 馬単： 39，703，100円 ワイド： 74，505，600円
3連複： 126，176，200円 3連単： 172，455，700円 計： 642，473，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 330円 � 110円 � 110円 枠 連（6－7） 1，010円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 7，310円

ワ イ ド �� 690円 �� 770円 �� 140円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 16，440円

票 数

単勝票数 計 507653 的中 � 18968（6番人気）
複勝票数 計 833381 的中 � 28426（7番人気）� 283587（1番人気）� 246286（2番人気）
枠連票数 計 175255 的中 （6－7） 13442（3番人気）
馬連票数 計 780040 的中 �� 27188（8番人気）
馬単票数 計 397031 的中 �� 4072（22番人気）
ワイド票数 計 745056 的中 �� 21352（9番人気）�� 18944（10番人気）�� 193207（1番人気）
3連複票数 計1261762 的中 ��� 94513（4番人気）
3連単票数 計1724557 的中 ��� 7605（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―35．9―48．7―1：01．9―1：14．6―1：26．1―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

スガオノママデ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2019．3．18生 牝3黒鹿 母 マ ス ク オ フ 母母 ビハインドザマスク 1戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャイニングサン号は，「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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ファインバローロ号
（非抽選馬） 3頭 エコロガナドール号・ダイゴシンリュウ号・マリノヴィーナス号



03089 2月20日 曇 重 （4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 7，500，000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
1：30．5
1：30．3

良
良

47 ラ ス ー ル 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472－ 61：34．4 1．5�
59 ア グ リ 牡3青鹿56 川田 将雅三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：34．72 3．3�
58 セッカチケーン 牡3芦 56 三浦 皇成松田 整二氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 498－ 21：35．33� 29．3�
815 ショウナンマグマ 牡3鹿 56 吉田 豊国本 哲秀氏 尾関 知人 登別 青藍牧場 502－ 61：35．4クビ 14．7�
11 ブローヴェイス 牡3黒鹿56 菊沢 一樹豊井 義次氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 428＋ 4 〃 ハナ 150．3�
712 ジョンソンテソーロ 牡3栗 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス	 田中 博康 日高 藤本ファーム 494＋ 41：36．14 34．3

814 ユ キ ヤ ナ ギ 牝3鹿 54 石川裕紀人山口 敦広氏 的場 均 新冠 山岡ファーム 438－ 81：36．2クビ 93．9�
35 アルカンサス 牡3鹿 56 岩田 康誠一村 哲也氏 土田 稔 新冠 守矢牧場 474－ 41：36．41� 284．3�
610 ビ ー イ ン グ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 中橋 正 486－ 81：36．71� 455．5
46 ニシノムネヲウツ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 田上 徹 500± 0 〃 ハナ 10．0�
713 ヒノデミッチー 牡3栗 56 北村 宏司茂木 道和氏 松永 康利 新ひだか 木田牧場 514－ 21：37．02 34．2�
34 シゲルキリン 牡3芦 56 江田 照男森中 蕃氏 田中 清隆 新ひだか グローリーファーム 522－ 61：37．85 346．2�
23 フレンドオパール 牝3青鹿54 松岡 正海横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 404－ 41：38．01� 456．9�
611 ヴィニュロン 牡3栗 56 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 北星村田牧場 466＋ 2 〃 ハナ 489．9�
22 テイエムヒロイン 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗竹園 正繼氏 加藤 和宏 新ひだか グローリーファーム 410－ 41：41．4大差 310．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 56，833，600円 複勝： 155，590，700円 枠連： 19，073，700円
馬連： 74，568，000円 馬単： 51，998，100円 ワイド： 60，729，400円
3連複： 109，114，200円 3連単： 210，141，800円 計： 738，049，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 230円 枠 連（4－5） 160円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 240円

ワ イ ド �� 130円 �� 540円 �� 540円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 2，390円

票 数

単勝票数 計 568336 的中 � 298096（1番人気）
複勝票数 計1555907 的中 � 1139021（1番人気）� 175820（2番人気）� 35194（5番人気）
枠連票数 計 190737 的中 （4－5） 87669（1番人気）
馬連票数 計 745680 的中 �� 311135（1番人気）
馬単票数 計 519981 的中 �� 161186（1番人気）
ワイド票数 計 607294 的中 �� 171965（1番人気）�� 21667（7番人気）�� 21719（6番人気）
3連複票数 計1091142 的中 ��� 82331（3番人気）
3連単票数 計2101418 的中 ��� 63538（6番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．1―12．0―12．2―11．2―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．2―46．2―58．4―1：09．6―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．0
3 13（6，7，15）（9，8）－12（2，11）14（10，4）－5－1－3 4 ・（13，15）（6，7，8）9－（12，11）（2，14）（10，4）－5，1－3

勝馬の
紹 介

ラ ス ー ル �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Singspiel デビュー 2021．10．10 東京1着

2019．2．23生 牝3鹿 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 3戦2勝 賞金 14，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムヒロイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月20日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 シゲルキリン号・ヴィニュロン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月20日まで平地競

走に出走できない。
※ジョンソンテソーロ号・セッカチケーン号・ヒノデミッチー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

03090 2月20日 曇 重 （4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 7，700，000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
1：21．5
1：20．3

重
不良

714 アルマドラード 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 524－ 81：23．6 1．5�
59 � ジッピーレーサー �5鹿 57 菅原 明良岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 468＋ 21：23．8� 14．1�
36 	 ブラックパンサー 牡4鹿 57 田辺 裕信 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 タバタファーム 506＋ 21：23．9
 5．5�
24 	 ショーショーショー 牡5栃栗57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 B518＋111：24．64 27．5�
816 ミヤコノアカリ 牝4鹿 55

52 ▲横山 琉人吉田都枝江氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 440－ 2 〃 クビ 29．6	
815 ネオレインボウ �6鹿 57 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 484＋ 21：24．81� 41．0

23 インディペンデント 牡4鹿 57 武 豊高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 466－ 4 〃 クビ 11．7�
48 ロイヤルダンス 牡4青鹿57 柴田 大知上野 直樹氏 清水 英克 新冠 山岡ファーム 510＋301：24．9クビ 23．2�
47 アンブローニュ �5鹿 57 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 490＋18 〃 クビ 62．7
611�	 ファインハッピー 牝4鹿 55 丸田 恭介飯田 正剛氏 伊坂 重信 米 John R. Penn

& Frank Penn 464－151：25．11 170．5�
11 ミッキーハロー 牝4鹿 55 大野 拓弥野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 446－10 〃 クビ 14．3�
35 ジョイナイト 牡6鹿 57 武士沢友治西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 528＋ 61：25．2
 184．3�
510 ビービーレガロ �5鹿 57 嶋田 純次�坂東牧場 戸田 博文 日高 ファーミングヤナキタ 520－ 21：25．41� 88．9�
12 	 ハローチュース 牡4鹿 57 松若 風馬薪浦 亨氏 和田 雄二 新冠 松浦牧場 B464－ 61：25．5� 347．5�
612 アテンフェアリー 牝6黒鹿 55

52 ▲小林 脩斗齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 492＋121：25．61 63．8�
713	 スペシャルサンデー 牡4鹿 57 北村 宏司�宮内牧場 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 478＋ 51：26．45 49．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，964，500円 複勝： 116，082，300円 枠連： 18，349，900円
馬連： 73，207，000円 馬単： 44，678，800円 ワイド： 74，065，400円
3連複： 115，442，700円 3連単： 171，517，900円 計： 656，308，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 220円 � 140円 枠 連（5－7） 780円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 380円 �� 180円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 4，180円

票 数

単勝票数 計 429645 的中 � 216257（1番人気）
複勝票数 計1160823 的中 � 747499（1番人気）� 49038（4番人気）� 104189（2番人気）
枠連票数 計 183499 的中 （5－7） 18128（3番人気）
馬連票数 計 732070 的中 �� 59085（3番人気）
馬単票数 計 446788 的中 �� 27909（3番人気）
ワイド票数 計 740654 的中 �� 45538（3番人気）�� 128918（1番人気）�� 25006（8番人気）
3連複票数 計1154427 的中 ��� 67994（2番人気）
3連単票数 計1715179 的中 ��� 29705（7番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．0―12．5―11．8―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．2―47．7―59．5―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマドラード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．10．11 東京4着

2018．2．5生 牡4黒鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 8戦2勝 賞金 21，300，000円
※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） 7頭 アウリガテソーロ号・カネショウルーイ号・ジュラメント号・デルマシャンパン号・マルティウス号・

ラブリークイーン号・リュクスフレンド号
（非抽選馬） 1頭 ファイティング号



03091 2月20日 曇 重 （4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 7，700，000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
1：44．2
1：43．8

良
良

35 ノワールドゥジェ 牝4青 54 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 490＋ 21：47．3 3．9�
48 � バニシングポイント 牡4芦 56 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Whisper Hill

Farm, LLC 494－ 8 〃 クビ 5．7�
816 アドマイヤハレー 牡4青鹿56 内田 博幸近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：47．62 8．2�
59 フェルマーテ 牝5青鹿55 吉田 豊�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 490－ 21：47．81� 95．7�
713 ロックオンエイム 牝4黒鹿54 菅原 明良 �京都ホースレーシング 奥村 武 新ひだか 飛野牧場 462＋ 2 〃 アタマ 21．3	
612 ヴ ル カ ー ノ 牡4鹿 56 北村 宏司宮田 守氏 稲垣 幸雄 青森 大西興産 494＋ 61：47．9クビ 18．4

23 シテフローラル 牡4鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 462＋16 〃 クビ 5．7�
510 ギャリエノワール 牡4青鹿56 横山 武史�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 498＋ 21：48．11� 3．4�
611 サンズオブタイム 牡4黒鹿56 大野 拓弥ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 6 〃 ハナ 30．2
11 � レッドアヴニール 牡4鹿 56 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 浦河 辻 牧場 B492＋ 91：48．63 110．6�
36 エンブレムコード 牝4青鹿54 田辺 裕信山口功一郎氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 466＋ 61：48．81� 32．5�
815� セブンフォールド 牡4鹿 56 吉田 隼人 �社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 458＋ 61：48．9クビ 95．2�
12 イ ザ ラ 牝5鹿 55 石川裕紀人栗坂 崇氏 加藤 征弘 新ひだか タガミファーム 444＋ 2 〃 クビ 96．8�
47 マ ロ リ ン 牝6鹿 55

52 ▲横山 琉人吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：49．0	 440．8�
24 シゲルオテンバ 牝4鹿 54 M．デムーロ森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 452＋141：49．42 45．1�
714 ルージュアドラブル 牝4鹿 54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 国枝 栄 浦河 酒井牧場 408＋ 61：49．61� 75．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，395，800円 複勝： 76，858，500円 枠連： 17，446，800円
馬連： 99，062，300円 馬単： 36，882，200円 ワイド： 85，115，000円
3連複： 143，148，600円 3連単： 146，604，500円 計： 659，513，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 190円 � 210円 枠 連（3－4） 1，230円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 440円 �� 570円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 13，160円

票 数

単勝票数 計 543958 的中 � 109446（2番人気）
複勝票数 計 768585 的中 � 153418（1番人気）� 96961（4番人気）� 83195（5番人気）
枠連票数 計 174468 的中 （3－4） 10989（6番人気）
馬連票数 計 990623 的中 �� 57294（5番人気）
馬単票数 計 368822 的中 �� 13099（5番人気）
ワイド票数 計 851150 的中 �� 51567（3番人気）�� 38180（6番人気）�� 27016（9番人気）
3連複票数 計1431486 的中 ��� 36306（7番人気）
3連単票数 計1466045 的中 ��� 8076（25番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．4―11．6―12．0―12．2―11．7―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―34．9―46．5―58．5―1：10．7―1：22．4―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．6

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

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

勝馬の
紹 介

ノワールドゥジェ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Singspiel デビュー 2020．10．4 中山12着

2018．4．23生 牝4青 母 プチノワール 母母 リッチアフェアー 10戦2勝 賞金 21，000，000円

03092 2月20日 曇 重 （4東京1） 第8日 第8競走 ��
��1，400�4歳以上2勝クラス

発走13時55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
1：19．4
1：19．0

良
良

24 ドゥラモンド 牡4黒鹿57 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486－ 41：22．0 2．3�
815 グレイトオーサー 牡5栗 57 福永 祐一 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 526＋181：22．1クビ 27．1�
12 スーパーホープ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 512－ 2 〃 クビ 10．4�
48 カフェサンドリヨン 牝5芦 55 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 502＋ 61：22．31� 25．7�
611 タイニーロマンス 牝4青鹿55 吉田 隼人吉田 千津氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 530＋ 21：22．4	 3．8�
816 スイートセント 牝6鹿 55 大野 拓弥 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 458＋ 8 〃 ハナ 78．0	
713 アールバロン 牡4鹿 57 M．デムーロ前原 敏行氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 504± 01：22．5	 12．4

510 ソ ス ピ タ 牝5芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 446± 01：22．6
 128．1�
612 アップストリーム 牝4黒鹿55 石川裕紀人下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 472＋ 41：22．7	 4．4�
47 ピースユニヴァース 牡7鹿 57 菅原 明良久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 510＋121：22．8
 181．5
23 グランマリアージュ 牝5鹿 55 田辺 裕信 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 468－ 41：22．9クビ 267．3�
11 ゲンパチアイアン 牡5鹿 57

54 ▲横山 琉人平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 488＋ 2 〃 クビ 36．4�
59 メインターゲット 牝4栗 55 松若 風馬吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 502＋ 21：23．0クビ 117．1�
35 ペイシャフェスタ 牝4栗 55 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 486＋ 4 〃 ハナ 78．1�
36 フィルムフェスト 牝6青鹿55 岩田 康誠 �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 446－ 41：23．74 107．4�
714 ラ ン グ ロ ワ 牝4青鹿55 松岡 正海ムーティエR 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 446－ 4 〃 クビ 192．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，593，700円 複勝： 91，284，000円 枠連： 28，789，800円
馬連： 118，898，600円 馬単： 53，755，400円 ワイド： 100，949，200円
3連複： 172，248，500円 3連単： 210，826，900円 計： 842，346，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 560円 � 280円 枠 連（2－8） 1，560円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 590円 �� 3，780円

3 連 複 ��� 7，980円 3 連 単 ��� 23，290円

票 数

単勝票数 計 655937 的中 � 219130（1番人気）
複勝票数 計 912840 的中 � 286630（1番人気）� 28884（7番人気）� 68852（5番人気）
枠連票数 計 287898 的中 （2－8） 14240（7番人気）
馬連票数 計1188986 的中 �� 33716（10番人気）
馬単票数 計 537554 的中 �� 11986（12番人気）
ワイド票数 計1009492 的中 �� 23271（13番人気）�� 46251（5番人気）�� 6509（31番人気）
3連複票数 計1722485 的中 ��� 16177（23番人気）
3連単票数 計2108269 的中 ��� 6562（66番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．7―11．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―46．1―57．4―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドゥラモンド �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Include デビュー 2020．7．11 福島1着

2018．2．1生 牡4黒鹿 母 シーズインクルーデッド 母母 Dancingonice 10戦3勝 賞金 48，816，000円
〔その他〕 ピースユニヴァース号は，競走中に疾病〔鼻出血（3回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ピースユニヴァース号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年5月20日まで出走できない。



03093 2月20日 曇 重 （4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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

33 コンバスチョン 牡3鹿 57 川田 将雅ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496± 01：35．3 3．6�

814 ヘラルドバローズ 牡3鹿 56 石橋 脩猪熊 広次氏 寺島 良 新ひだか 服部 牧場 488＋ 6 〃 クビ 11．5�
46 	 シーヴィクセン 牝3鹿 54 北村 宏司長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Breeze

Easy, LLC 472－ 41：35．51
 39．1�
813 エ ル パ ソ 牡3黒鹿56 三浦 皇成�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 462± 01：35．6� 80．1�
45 グットディール 牡3鹿 56 C．ルメール 安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 クビ 7．1�
69 クラウンプライド 牡3黒鹿56 M．デムーロ吉田 照哉氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 498＋101：35．81
 4．5	
58 	 ラ ヤ ス 牡3鹿 56 岩田 康誠藤田 晋氏 森 秀行 米 Cove

Springs, LLC 512± 01：36．11� 106．0

22 ウェルカムニュース 牡3鹿 56 横山 武史吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496± 01：36．31� 13．5�
610 ブリッツファング 牡3鹿 56 福永 祐一西森 功氏 大久保龍志 浦河 山春牧場 464＋ 41：36．4クビ 3．1�
711 オ ス テ リ ア 牡3栗 56 内田 博幸 �吉澤ホールディングス 宮本 博 新ひだか 広田牧場 514＋ 41：36．5� 253．6
57 タイセイドレフォン 牡3鹿 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 502＋ 4 〃 クビ 19．6�
11 ラインオブソウル 牡3鹿 56 菅原 明良 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか グランド牧場 514＋ 61：36．92� 224．0�
712 ジャスパージェット 牡3鹿 56 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 新ひだか チャンピオンズファーム 480＋ 61：37．75 142．8�
34 メズメライザー 牡3鹿 56 大野 拓弥ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530＋ 21：38．12� 39．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 85，849，600円 複勝： 121，221，500円 枠連： 30，033，100円
馬連： 162，233，100円 馬単： 60，424，600円 ワイド： 137，973，400円
3連複： 242，472，400円 3連単： 267，098，500円 計： 1，107，306，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 290円 � 690円 枠 連（3－8） 1，720円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，200円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 15，530円 3 連 単 ��� 60，420円

票 数

単勝票数 計 858496 的中 � 188353（2番人気）
複勝票数 計1212215 的中 � 259904（1番人気）� 102812（5番人気）� 35065（8番人気）
枠連票数 計 300331 的中 （3－8） 13517（8番人気）
馬連票数 計1622331 的中 �� 60786（8番人気）
馬単票数 計 604246 的中 �� 12591（15番人気）
ワイド票数 計1379734 的中 �� 55713（8番人気）�� 16773（23番人気）�� 10128（33番人気）
3連複票数 計2424724 的中 ��� 11703（46番人気）
3連単票数 計2670985 的中 ��� 3205（198番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．2―47．4―59．5―1：11．2―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンバスチョン �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 パ イ ロ デビュー 2021．6．27 東京1着

2019．5．12生 牡3鹿 母 スモーダリング 母母 アクアリスト 3戦3勝 賞金 36，583，000円
［他本会外：2戦0勝］

※シーヴィクセン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

03094 2月20日 小雨 稍重 （4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，3．2．20以降4．2．13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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

44 ノースブリッジ 牡4鹿 55 岩田 康誠井山 登氏 奥村 武 新冠 村田牧場 496－ 22：00．1 5．9�
22 グランオフィシエ 牡4鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 466＋ 22：00．31� 2．0�
78 � シ ン ボ 牡5鹿 56 武 豊�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 480＋ 42：00．4クビ 7．7�
811 クロミナンス 牡5鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋122：00．72 12．6�
11 ソルドラード �6鹿 56 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 508＋102：00．91� 4．1�
810 エヴァーガーデン 牝5黒鹿52 松岡 正海 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 4 〃 ハナ 81．5	
79 フェアリーグルーヴ 牝5鹿 52 野中悠太郎 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 460＋202：01．75 57．7

33 ル リ ア ン 牡5鹿 54 菅原 明良 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 520＋14 〃 クビ 42．0�
55 ナンヨーイザヨイ �6黒鹿53 江田 照男中村 德也氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：01．8クビ 242．0�
66 マイネルミュトス 牡6青 54 M．デムーロ サラブレッドクラブ・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム B476－102：01．9� 15．3�
67 ヴィクターバローズ �5鹿 54 横山 武史猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B480＋162：02．53� 58．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 83，602，500円 複勝： 94，218，300円 枠連： 25，875，800円
馬連： 163，382，400円 馬単： 74，116，100円 ワイド： 115，435，500円
3連複： 223，070，800円 3連単： 359，106，300円 計： 1，138，807，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 110円 � 170円 枠 連（2－4） 560円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 250円 �� 480円 �� 280円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 5，490円

票 数

単勝票数 計 836025 的中 � 111905（3番人気）
複勝票数 計 942183 的中 � 122248（3番人気）� 315151（1番人気）� 107176（4番人気）
枠連票数 計 258758 的中 （2－4） 35442（2番人気）
馬連票数 計1633824 的中 �� 230101（2番人気）
馬単票数 計 741161 的中 �� 38571（5番人気）
ワイド票数 計1154355 的中 �� 125163（2番人気）�� 54455（8番人気）�� 109700（3番人気）
3連複票数 計2230708 的中 ��� 205570（2番人気）
3連単票数 計3591063 的中 ��� 47353（15番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．0―12．2―12．6―12．1―12．0―10．9―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―36．4―48．6―1：01．2―1：13．3―1：25．3―1：36．2―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノースブリッジ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2020．9．27 中京1着

2018．1．24生 牡4鹿 母 アメージングムーン 母母 ビッグテンビー 8戦4勝 賞金 60，816，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 マイネルミュトス号は，発進不良〔出遅れ〕。

２レース目



03095 2月20日 小雨 重 （4東京1） 第8日 第11競走 ��
��1，600�第39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 120，000，000円 48，000，000円 30，000，000円 18，000，000円 12，000，000円
付 加 賞 3，486，000円 996，000円 498，000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

36 � カフェファラオ 牡5鹿 57 福永 祐一西川 光一氏 堀 宣行 米 Paul P.
Pompa 526＋ 61：33．8 5．1�

815 テイエムサウスダン 牡5鹿 57 岩田 康誠竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 546－ 81：34．22	 8．9�
611 ソ ダ シ 牝4白 55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：34．3	 8．2�
713 ソリストサンダー 牡7黒鹿57 戸崎 圭太村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 486± 0 〃 クビ 9．0�
47 タイムフライヤー 牡7鹿 57 横山 武史 �サンデーレーシング 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 21：34．51
 61．6	
35 レッドルゼル 牡6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 494＋ 61：34．6	 3．9

24 ア ル ク ト ス 牡7鹿 57 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 須崎牧場 548＋ 41：34．7� 7．0�
48 サンライズノヴァ 牡8栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 536＋ 91：34．8	 36．8�
816 エアスピネル 牡9栗 57 M．デムーロ �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 490＋ 41：35．01 17．9
612� ミューチャリー 牡6芦 57 御神本訓史石瀬丈太郎氏 矢野 義幸 新冠 芳住 鉄兵 464－ 21：35．1	 31．7�

（船橋） （大井）

23 イ ン テ ィ 牡8栗 57 武 豊武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 518＋ 21：35．2	 17．5�
59 サンライズホープ 牡5鹿 57 大野 拓弥松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B544－ 81：35．3� 55．6�
510 スワーヴアラミス 牡7鹿 57 松田 大作�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B490－ 21：35．51
 21．7�
11 テ オ レ ー マ 牝6鹿 55 C．ルメール 水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 476＋ 41：35．6クビ 26．8�
12 ダイワキャグニー 8黒鹿57 三浦 皇成大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B504＋ 41：35．7	 42．8�
714 ケイティブレイブ 牡9栗 57 菅原 明良瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 岡野牧場 B528－ 91：36．12	 141．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 760，287，000円 複勝： 821，910，700円 枠連： 410，022，100円 馬連： 2，084，925，100円 馬単： 707，225，500円
ワイド： 1，456，258，600円 3連複： 4，211，161，600円 3連単： 5，210，148，800円 5重勝： 815，662，500円 計： 16，477，601，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 230円 � 310円 � 410円 枠 連（3－8） 700円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 1，980円 �� 3，830円

3 連 複 ��� 16，200円 3 連 単 ��� 76，940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����� 398，430円

票 数

単勝票数 計7602870 的中 � 1174629（2番人気）
複勝票数 計8219107 的中 � 1036155（2番人気）� 675174（5番人気）� 474516（7番人気）
枠連票数 計4100221 的中 （3－8） 448174（2番人気）
馬連票数 計20849251 的中 �� 609921（8番人気）
馬単票数 計7072255 的中 �� 113051（13番人気）
ワイド票数 計14562586 的中 �� 312858（9番人気）�� 189426（23番人気）�� 96071（46番人気）
3連複票数 計42111616 的中 ��� 194893（53番人気）
3連単票数 計52101488 的中 ��� 49094（240番人気）
5重勝票数 計8156625 的中 ����� 1433

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―34．5―46．8―59．2―1：10．8―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．6
3 15（9，11）6（2，4，13）（5，14）（10，12，7）（3，1，16）8 4 15，11（9，6）4（2，5，13）14（10，7）（3，12，16）（1，8）

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5鹿 母 Mary’s Follies 母母 Catch the Queen 9戦6勝 賞金 325，295，000円
［他本会外：2戦0勝］

※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。
（非抽選馬） 5頭 アナザートゥルース号・カデナ号・ゲンパチフォルツァ号・タガノビューティー号・ブルベアイリーデ号
※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20日 曇 重 （4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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

612 ノ ー リ ス 牡4黒鹿57 M．デムーロ榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 538＋ 41：23．7 2．6�
510 フィールザワールド 牡4鹿 57 菅原 明良櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B474－ 21：23．8� 19．5�
816 バ ク シ ン 牡4鹿 57 横山 武史林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：23．9� 14．6�
48 オレデイイノカ 牡4栗 57 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 500＋10 〃 クビ 5．8�
611� シャークスポット 牡4鹿 57 武 豊沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 462＋141：24．0クビ 7．6�
815 プレイヤーズハイ 牡6黒鹿57 松若 風馬藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 450－ 81：24．1� 61．9�
11 フォークテイル 牝6鹿 55 岩田 康誠 	サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 460＋ 6 〃 クビ 36．9

47 アイスシェルフ 牡5黒鹿57 大野 拓弥吉田 勝己氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 544＋ 8 〃 ハナ 23．8�
12 	 フランスゴデイナ 牡4栗 57 福永 祐一稻井田有司氏 森 秀行 米

Betz, Kidder, B
& K Canetti &
Jim Betz

486 1：24．31 5．7�
36 ル モ ン ド 牡6鹿 57 戸崎 圭太山紫水明 坂口 智康 日高 下河辺牧場 B478± 0 〃 クビ 9．2�
714 コ ウ イ チ 牡5芦 57 吉田 隼人桂土地 庄野 靖志 新冠 森永 聡 498＋ 21：24．72� 35．5�
24 ク ロ ッ チ 
5黒鹿57 野中悠太郎 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 452－ 21：24．91 92．3�
59 ヤ ウ ガ ウ 牡5鹿 57 三浦 皇成 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 494＋ 41：25．11 84．7�
35 スピードオブラブ 牝5鹿 55 江田 照男石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム B458－ 2 〃 クビ 183．3�
23 � リュウグウハヤブサ 牡5鹿 57 松岡 正海深澤 朝房氏 伊坂 重信 洞�湖 レイクヴィラファーム B502＋ 21：25．2クビ 64．4�
713 エイユーストロング 牡4青鹿57 横山 琉人笹部 義則氏 鈴木 孝志 様似 富田 恭司 462－ 81：25．3� 92．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 150，287，200円 複勝： 210，217，200円 枠連： 72，829，300円
馬連： 303，981，300円 馬単： 124，027，800円 ワイド： 290，855，900円
3連複： 523，950，300円 3連単： 616，245，500円 計： 2，292，394，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 380円 � 350円 枠 連（5－6） 1，030円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 860円 �� 690円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 7，610円 3 連 単 ��� 27，890円

票 数

単勝票数 計1502872 的中 � 455078（1番人気）
複勝票数 計2102172 的中 � 516119（1番人気）� 118509（7番人気）� 129608（6番人気）
枠連票数 計 728293 的中 （5－6） 54571（6番人気）
馬連票数 計3039813 的中 �� 110999（6番人気）
馬単票数 計1240278 的中 �� 32764（9番人気）
ワイド票数 計2908559 的中 �� 88364（8番人気）�� 113164（5番人気）�� 23918（29番人気）
3連複票数 計5239503 的中 ��� 51591（19番人気）
3連単票数 計6162455 的中 ��� 16014（71番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．1―12．6―11．8―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．7―48．3―1：00．1―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．4
3 13，14（2，12）4（3，11，16）6（5，8）－（1，7）10－（15，9） 4 ・（13，14，12）（2，4，16）11（3，6，8）（5，7，10）（1，15，9）

勝馬の
紹 介

ノ ー リ ス �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2020．10．24 東京3着

2018．3．20生 牡4黒鹿 母 マストバイアイテム 母母 ビッグマリーン 13戦3勝 賞金 48，634，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アポロミラクル号
（非抽選馬） 9頭 ゴールドクロス号・サトノムスタング号・サンキーウエスト号・デルマクリスタル号・ペガサスターボ号・

マイナーズライト号・メタスペクター号・ヨンク号・レジリエンスブルー号

５レース目



（4東京1）第8日 2月20日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 184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

433，750，000円
5，620，000円
30，640，000円
6，290，000円
58，370，000円
9，000，000円
81，911，500円
5，652，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
1，479，602，400円
1，960，312，000円
689，328，500円
3，373，889，900円
1，290，152，300円
2，598，015，600円
6，210，903，400円
7，716，690，900円
815，662，500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 26，134，557，500円

総入場人員 12，071名 （有料入場人員 11，556名）



令和4年度 第1回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，431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

2，164，570，000円
44，810，000円
242，250，000円
16，620，000円
281，370，000円
9，000，000円
635，237，000円
41，168，500円
13，737，600円

勝馬投票券売得金
8，133，021，200円
11，886，494，900円
3，020，730，900円
16，072，201，700円
6，547，037，000円
13，288，876，100円
27，150，950，200円
33，931，517，000円
3，205，855，600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 123，236，684，600円

総入場延人員 76，701名 （有料入場延人員 74，330名）
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