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03037 2月5日 晴 良 （5東京1） 第4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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

611 アヴェッリーノ 牡3栗 56 木幡 巧也八嶋 長久氏 的場 均 安平 �橋本牧場 484－ 21：26．7 11．9�
816 ドウダンミッチー 牡3栗 56 木幡 初也茂木 国久氏 武市 康男 浦河 大道牧場 466－ 21：26．9� 17．0�
612 サラサグッドワーク 牡3黒鹿56 大野 拓弥横井 良明氏 村田 一誠 新ひだか 下屋敷牧場 492 ― 〃 ハナ 30．3�
47 ダークンストーミー 牡3黒鹿56 横山 武史荒井 眞澄氏 小笠 倫弘 浦河 上山牧場 452＋101：27．0� 3．2�
59 ナ ム ラ レ オ 牡3黒鹿56 田辺 裕信奈村 睦弘氏 大和田 成 日高 ナカノファーム 444－ 81：27．32 11．1�
24 ド ゥ フ タ ハ 牡3鹿 56 丸田 恭介熊谷 貴之氏 奥村 武 浦河 辻 牧場 B534＋ 61：27．51 41．4�
23 ピエフォール 牡3鹿 56 江田 照男 	グリーンファーム蛯名 正義 千歳 吉田 俊介 602 ―1：27．6� 83．3

714 シエロエスティーボ 牡3黒鹿56 C．ルメール �シルクレーシング 小島 茂之 平取 坂東牧場 488＋ 81：27．92 2．6�
35 ベルウッドタイガー 牡3黒鹿56 M．デムーロ鈴木 照雄氏 和田 雄二 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 434－ 4 〃 アタマ 8．4
12 スノーパトロール 牝3青鹿54 戸崎 圭太ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 21：28．32 13．6�
510 アグリモニー 牝3鹿 54

51 ▲土田 真翔	ORTEGA 大江原 哲 新冠 株式会社
安達牧場 422－101：28．4� 532．5�

815 プレザントロンドン 牝3鹿 54 坂井 瑠星 	スリーエイチレーシング 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 424＋ 4 〃 アタマ 28．2�
713 プリティセレブ 牝3青鹿54 石橋 脩吉田 千津氏 小手川 準 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442± 0 〃 アタマ 78．4�
11 シティウォリアー 牝3栗 54 杉原 誠人�髙昭牧場 稲垣 幸雄 浦河 高昭牧場 450－ 41：28．5クビ 153．7�
36 カウノスライト 牡3鹿 56 田中 勝春高橋 文男氏 宗像 義忠 日高 賀張三浦牧場 482＋ 4 〃 クビ 86．4�
48 カガカーニバル �3栗 56

54 △横山 琉人香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 470－ 81：29．77 270．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，126，500円 複勝： 74，303，200円 枠連： 13，464，500円
馬連： 82，806，100円 馬単： 32，842，200円 ワイド： 90，174，500円
3連複： 144，046，400円 3連単： 143，191，600円 計： 631，955，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 300円 � 500円 � 1，120円 枠 連（6－8） 3，850円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 19，620円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 3，810円 �� 6，880円

3 連 複 ��� 74，710円 3 連 単 ��� 529，660円

票 数

単勝票数 計 511265 的中 � 34368（5番人気）
複勝票数 計 743032 的中 � 72802（4番人気）� 38739（7番人気）� 15763（10番人気）
枠連票数 計 134645 的中 （6－8） 2710（15番人気）
馬連票数 計 828061 的中 �� 9956（24番人気）
馬単票数 計 328422 的中 �� 1255（53番人気）
ワイド票数 計 901745 的中 �� 14998（18番人気）�� 6071（34番人気）�� 3327（50番人気）
3連複票数 計1440464 的中 ��� 1446（147番人気）
3連単票数 計1431916 的中 ��� 196（947番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―36．0―48．8―1：01．6―1：13．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アヴェッリーノ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 アメリカンボス デビュー 2022．7．31 新潟11着

2020．5．5生 牡3栗 母 アメリデラックス 母母 ネイビーズドーター 12戦1勝 賞金 10，560，000円
〔発走状況〕 ベルウッドタイガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ドウダンミッチー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：15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キープブライトン号
（非抽選馬） 2頭 グングニル号・ロワシュペール号

03038 2月5日 晴 良 （5東京1） 第4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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

59 マオノアラシ 牡3栗 56 戸崎 圭太湯浅 健司氏 加藤士津八 浦河 ダイヤモンドファーム 488－ 82：15．0 5．3�
24 ナムラテディー 牡3芦 56 津村 明秀奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 ナカノファーム B468＋ 42：16．06 4．6�
23 タイキラフター 牡3黒鹿56 大野 拓弥�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 526＋162：16．1� 3．8�
714 イリュージョン 牝3鹿 54 横山 和生岡田 隆寛氏 西田雄一郎 新ひだか 岡田牧場 458－ 42：16．2クビ 3．6�
612 カヤドーブラック 牝3黒鹿54 杉原 誠人黒澤 尚氏 黒岩 陽一 新冠 浜口牧場 464± 0 〃 クビ 227．5�
47 ペイシャハーメルン 牡3芦 56 江田 照男北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 464＋ 22：16．3� 22．6	
816 カミノモラド 牡3鹿 56

54 △山田 敬士 
Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B536－ 22：16．62 42．7�

12 ウインクリエ 牡3鹿 56 松岡 正海
ウイン 小手川 準 新ひだか 斉藤スタッド 452＋ 62：16．91� 102．7�
11 ブルーステラ 牡3栗 56 藤岡 康太星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 B482＋102：17．11� 80．0
48 ナイトフォールサン 牡3黒鹿 56

54 △横山 琉人星野 祐介氏 相沢 郁 新ひだか 前川 勝春 454－ 22：17．3� 41．7�
510 エクセルウェッジ 牡3芦 56 木幡 巧也谷川 正純氏 武市 康男 新冠 山岡ファーム 498－ 22：17．72� 78．8�
815 アースジェイソンテ 牡3青鹿56 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 三好牧場 446－ 4 〃 ハナ 351．3�
611 ファンネルマーク �3芦 56 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 522＋122：17．8� 13．8�
713 イサチルアルマーレ 牡3青鹿56 木幡 初也小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか ウエスタンファーム 490＋ 82：17．9クビ 34．4�
35 スマッシュキング 牡3栗 56 丸田 恭介井山 登氏 奥村 武 浦河 宮内牧場 B486＋ 4 〃 アタマ 87．8�
36 ショウナンガチャ 牡3鹿 56 菅原 明良国本 哲秀氏 嘉藤 貴行 新ひだか 静内フアーム B494－ 22：19．8大差 14．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，073，900円 複勝： 66，643，900円 枠連： 16，184，100円
馬連： 69，221，500円 馬単： 29，150，000円 ワイド： 69，100，200円
3連複： 115，766，500円 3連単： 109，914，600円 計： 522，054，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 160円 � 170円 枠 連（2－5） 600円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 640円 �� 520円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 9，420円

票 数

単勝票数 計 460739 的中 � 68797（4番人気）
複勝票数 計 666439 的中 � 78725（4番人気）� 110941（2番人気）� 108107（3番人気）
枠連票数 計 161841 的中 （2－5） 20566（2番人気）
馬連票数 計 692215 的中 �� 34700（6番人気）
馬単票数 計 291500 的中 �� 8703（11番人気）
ワイド票数 計 691002 的中 �� 26269（6番人気）�� 33565（5番人気）�� 56169（1番人気）
3連複票数 計1157665 的中 ��� 50435（3番人気）
3連単票数 計1099146 的中 ��� 8453（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．6―31．1―44．2―58．0―1：11．7―1：24．4―1：37．1―1：49．8―2：02．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マオノアラシ �
�
父 ゴールドアクター �

�
母父 ヴァーミリアン デビュー 2023．1．22 中山5着

2020．2．18生 牡3栗 母 マオノココロ 母母 キスアンドクライ 2戦1勝 賞金 6，120，000円
〔制裁〕 カヤドーブラック号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 キタノマルティス号・ショウナンワタリ号

第１回 東京競馬 第４日



03039 2月5日 晴 良 （5東京1） 第4日 第3競走 ��1，600�3歳新馬
発走11時10分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，200，000円 2，500，000円 1，600，000円 930，000円 620，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．3

重
良

713 サンライズフレイム 牡3栗 56 福永 祐一�ライフハウス 石坂 公一 日高 下河辺牧場 518 ―1：39．9 1．6�
12 ヴァナルガンド 牡3青鹿56 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 友田牧場 458 ―1：40．11� 8．3�
48 トウキチロウ 牡3黒鹿56 武 豊岡 浩二氏 蛯名 正義 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 480 ―1：40．73� 11．2�
815 リンクスソレイユ 牡3栗 56 大野 拓弥目谷 一幸氏 松山 将樹 むかわ ヤマイチ牧場 482 ―1：41．65 67．5�
47 ティアップエックス 牡3黒鹿56 内田 博幸田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 532 ―1：41．81� 60．6�
59 ムーランブルー 牝3栗 54

52 △小林 脩斗村上 卓史氏 久保田貴士 日高 オリオンファーム 496 ―1：41．9� 236．0	
612 サラマックイーン 牝3栗 54 横山 武史宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 浦河 富田牧場 466 ―1：42．11� 9．8

510 エリカグロリア 牝3鹿 54 横山 典弘三木 正浩氏 安田 翔伍 新ひだか グランド牧場 482 ― 〃 ハナ 8．9�
11 コウユーマサニキミ 牡3栗 56 木幡 初也加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 坂戸 節子 498 ―1：42．63 27．6�
611 デイムティアス 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二松尾 正氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 476 ―1：42．91� 210．6
816 テイエムスバル 牝3黒鹿54 柴田 善臣竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム

牧場株式会社 472 ―1：43．0� 230．1�
36 ジュンシリアス 牝3芦 54 木幡 巧也河合 純二氏 勢司 和浩 新ひだか 坂本 智広 474 ―1：43．74 131．3�
23 ウィルフォルティス 牡3鹿 56 木幡 育也伊藤 正樹氏 尾形 和幸 浦河 鵜木 唯義 506 ―1：43．8� 131．4�
24 デルマヨビモドシ 牡3青鹿 56

54 △横山 琉人浅沼 廣幸氏 田中 剛 日高 ファニーヒルファーム 448 ― 〃 クビ 97．7�
714 セイウンリフレ 牝3鹿 54 宮崎 北斗西山 茂行氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 434 ―1：44．0� 208．6�
35 サクラマイウェイ 牡3栗 56 田辺 裕信�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 488 ―1：45．610 8．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，155，700円 複勝： 52，273，200円 枠連： 13，628，200円
馬連： 60，332，200円 馬単： 32，265，300円 ワイド： 56，559，300円
3連複： 89，938，900円 3連単： 109，341，200円 計： 461，494，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 240円 枠 連（1－7） 520円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 370円 �� 470円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 5，950円

票 数

単勝票数 計 471557 的中 � 224482（1番人気）
複勝票数 計 522732 的中 � 185848（1番人気）� 58379（3番人気）� 38840（6番人気）
枠連票数 計 136282 的中 （1－7） 19991（1番人気）
馬連票数 計 603322 的中 �� 56346（4番人気）
馬単票数 計 322653 的中 �� 24994（3番人気）
ワイド票数 計 565593 的中 �� 41880（4番人気）�� 31400（5番人気）�� 12620（15番人気）
3連複票数 計 899389 的中 ��� 29783（10番人気）
3連単票数 計1093412 的中 ��� 13305（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．4―49．5―1：03．0―1：16．1―1：27．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F36．9
3 ・（2，12）（1，13）（11，10）－16，8（15，6）－7（3，9）＝（4，5）－14 4 ・（2，12）（1，13）（10，16）（11，8，7）6，15，9－3－4－14－5

勝馬の
紹 介

サンライズフレイム �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2020．3．15生 牡3栗 母 マストバイアイテム 母母 ビッグマリーン 1戦1勝 賞金 6，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の20頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）20頭 エコログレイト号・エリカボニータ号・カフェフィッツロイ号・キタサンイザナミ号・キャルドーン号・

グランレイハート号・グローフォース号・ケイツータラ号・ケイツードラム号・コンフィズリー号・
サクラユーロスター号・サリーピルエット号・タイセイエルフィン号・ニットウアイアン号・フジマサグッド号・
ベルスオーノ号・モノノフグリーン号・リリーミストレス号・リンガススウィート号・ワレハカゼノコ号

03040 2月5日 晴 良 （5東京1） 第4日 第4競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走11時40分 （ダート・左）

牝；負担重量は，56�
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．3

重
良

714 スノーグレース 牝4栗 56 武藤 雅 �シルクレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 484＋161：37．8 6．7�
611 エレボアブランシュ 牝5芦 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：38．65 11．6�
510 ジューンポンポン 牝4栗 56 横山 和生吉川 潤氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 482＋ 2 〃 ハナ 12．9�
35 イ シ ュ タ ル 牝5鹿 56 内田 博幸 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 536＋ 41：38．81� 31．2�
24 � ウィズザワールド 牝5栗 56 大野 拓弥阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 480＋ 4 〃 クビ 21．5�
612� ティプシーワールド 牝5鹿 56 石川裕紀人吉田 和美氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 454＋ 21：38．9� 76．8	
12 クーシフォン 牝4鹿 56 M．デムーロ水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 468＋ 4 〃 アタマ 34．2

713 リトルポピー 牝4芦 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468－ 21：39．43 3．1�
11 アイソウザスター 牝5鹿 56

54 △横山 琉人吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム 496＋ 41：39．72 12．7�
48 タマモタップダンス 牝4栗 56 横山 武史タマモ 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 494＋ 2 〃 ハナ 3．5�
59 キセキノエンジェル 牝4黒鹿56 菅原 明良川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 飛野牧場 458－ 41：39．91� 9．3�
36 チアフルローズ 牝7青鹿56 江田 照男ディアレストクラブ 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 480－ 21：40．0� 302．9�
23 サンマルソムニア 牝4鹿 56 宮崎 北斗相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新ひだか サカイファーム 452± 01：40．2� 52．2�
815� ムーランシャタン 牝4栗 56 菊沢 一樹村上 卓史氏 鈴木慎太郎 日高 白井牧場 452＋12 〃 クビ 438．7�
47 � ニシノアヤカマル 牝4栗 56 岩部 純二西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 折手牧場 494－181：42．6大差 235．8�

（15頭）
816 ミ ン ト 牝4栗 56 津村 明秀石川 達絵氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 484＋14 （競走除外）

売 得 金
単勝： 51，386，600円 複勝： 76，995，700円 枠連： 19，235，600円
馬連： 84，278，900円 馬単： 33，443，600円 ワイド： 91，333，300円
3連複： 140，505，100円 3連単： 131，029，700円 計： 628，208，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 300円 � 310円 � 320円 枠 連（6－7） 1，280円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，970円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 12，620円 3 連 単 ��� 58，820円

票 数

単勝票数 差引計 513866（返還計 6520） 的中 � 61254（3番人気）
複勝票数 差引計 769957（返還計 11775） 的中 � 69534（3番人気）� 64098（4番人気）� 62582（5番人気）
枠連票数 差引計 192356（返還計 145） 的中 （6－7） 11557（5番人気）
馬連票数 差引計 842789（返還計 28901） 的中 �� 16328（14番人気）
馬単票数 差引計 334436（返還計 10764） 的中 �� 4105（26番人気）
ワイド票数 差引計 913333（返還計 37732） 的中 �� 22300（12番人気）�� 11772（26番人気）�� 13899（18番人気）
3連複票数 差引計1405051（返還計 87581） 的中 ��� 8345（47番人気）
3連単票数 差引計1310297（返還計 78649） 的中 ��� 1615（210番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．0―48．4―1：00．6―1：12．8―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スノーグレース �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．8．14 新潟15着

2019．3．10生 牝4栗 母 グローリアスデイズ 母母 グレースアドマイヤ 9戦2勝 賞金 14，400，000円
〔競走除外〕 ミント号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。発走時刻4分遅延。
※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 ジェイエルフラッグ号



03041 2月5日 晴 良 （5東京1） 第4日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

48 ココクレーター 牝3青鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：34．3 1．5�
11 ダイシンヤマト 牡3栗 56 吉田 豊大八木信行氏 戸田 博文 日高 中原牧場 478－ 21：34．61� 13．3�
611 ランドグリーズ 牝3青鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム 462＋ 21：34．7� 10．6�
816 サムワンライクユー 牡3鹿 56 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 466－ 41：35．01� 359．1�
35 ココリアイランド 牡3鹿 56 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 436± 0 〃 アタマ 157．7�
714 サティンボディス 牝3鹿 54 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 474± 0 〃 ハナ 32．8	
713 アフターグロウ 牝3栗 54 横山 武史 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 41：35．1� 7．1�
24 リーリオブランコ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 
スマイルファーム 清水 英克 日高 スマイルファーム 432＋ 2 〃 ハナ 24．8�
47 オズモポリタン 牝3青鹿54 内田 博幸琴浦 諒氏 本間 忍 新ひだか 松本牧場 484＋ 41：35．2クビ 289．8
59 � フロストシティ 牡3黒鹿56 石川裕紀人ゴドルフィン 池上 昌和 米 Godolphin 470－ 61：35．51� 145．1�
36 サクセスバラード 牡3鹿 56 M．デムーロ 
ブルースターズファーム 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 450＋ 21：35．6� 9．4�
612 ゴールドモニター 牝3栗 54 丸田 恭介居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 430＋ 21：35．81� 172．5�
23 スマイリングウェイ 牝3栗 54

52 △横山 琉人�ターフ・スポート大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 434＋101：36．22� 369．3�
12 オセアジェネシス 牡3栗 56 菅原 明良 XIAOジャパン 加藤 征弘 新ひだか 大滝 康晴 454－ 21：36．41 13．0�
510 タ イ ラ ン ト 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 61：36．5� 571．0�
815 シャイニーヤマト 牡3黒鹿56 武士沢友治小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 498＋401：36．6� 68．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，247，600円 複勝： 132，667，400円 枠連： 17，845，500円
馬連： 76，035，400円 馬単： 44，279，800円 ワイド： 86，264，700円
3連複： 125，306，400円 3連単： 173，733，900円 計： 716，380，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 230円 � 200円 枠 連（1－4） 500円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 410円 �� 310円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 7，020円

票 数

単勝票数 計 602476 的中 � 310830（1番人気）
複勝票数 計1326674 的中 � 781218（1番人気）� 66107（6番人気）� 85337（4番人気）
枠連票数 計 178455 的中 （1－4） 27296（2番人気）
馬連票数 計 760354 的中 �� 63102（4番人気）
馬単票数 計 442798 的中 �� 26573（5番人気）
ワイド票数 計 862647 的中 �� 54819（5番人気）�� 77036（2番人気）�� 16296（15番人気）
3連複票数 計1253064 的中 ��� 36466（9番人気）
3連単票数 計1737339 的中 ��� 17926（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．2―47．2―59．3―1：10．8―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 2（4，13）（1，8）（11，14）6（7，12）3（9，16）－（5，10）－15 4 2（4，13）（1，8，14）11（6，7，12）（3，16）9（10，15）5

勝馬の
紹 介

ココクレーター �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2022．10．30 東京2着

2020．4．5生 牝3青鹿 母 プルメリアスター 母母 リ リ サ イ ド 2戦1勝 賞金 8，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 デオヴォレンティ号

03042 2月5日 晴 良 （5東京1） 第4日 第6競走 1，600�3歳新馬
発走13時00分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，200，000円 2，500，000円 1，600，000円 930，000円 620，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

12 ナ ヴ ォ ー ナ 牡3鹿 56 坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476 ―1：36．3 2．2�
36 ウインラピーヌ 牝3青鹿54 松岡 正海�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 452 ―1：36．61� 8．3�
713 メルシーステップ 牝3青鹿 54

51 ▲西塚 洸二星加 浩一氏 中川 公成 日高 春木ファーム 460 ―1：36．81� 35．6�
59 セイウンシリウス 牡3黒鹿56 木幡 巧也西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 谷川牧場 454 ―1：36．9クビ 3．8�
714 マルメラーダ 牝3黒鹿54 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 436 ―1：37．32� 12．3�
612 ハ ル メ ク 牝3黒鹿54 菅原 明良ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 高橋 裕 浦河 �川 啓一 436 ―1：37．72� 120．5	
815 ピコデモンターニャ 牝3鹿 54 C．ルメール 
シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 420 ―1：37．8� 10．3�
35 クインズトリスター 牝3鹿 54 石川裕紀人嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 420 ―1：37．9� 71．3�
611 レイズオブスター 牝3鹿 54 宮崎 北斗 
コスモヴューファーム 松山 将樹 日高 槇本牧場 466 ―1：38．0アタマ 73．4
510 エムティレグルス 牡3青鹿56 杉原 誠人�門別牧場 伊藤 大士 浦河 中脇 満 410 ―1：38．42� 64．5�
48 バージュアルアラブ 牝3鹿 54 武 豊福盛 訓之氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 508 ― 〃 クビ 8．6�
11 マ ノ レ ア 牝3鹿 54 石橋 脩土井久美子氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 452 ― 〃 クビ 58．3�
23 イ レ ン カ 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗 
ビッグレッドファーム 加藤士津八 むかわ 上水牧場 432 ―1：38．5クビ 201．3�
47 ハートヴオーシャン 牝3青鹿54 津村 明秀兼松 康太氏 田中 剛 新ひだか ウエスタンファーム 454 ―1：38．71� 50．2�
24 ゴールドノヴァ 牝3栗 54 柴田 大知古賀 禎彦氏 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト

クラブ 434 ―1：39．12� 188．0�
816 キ イ チ ゴ 牝3黒鹿54 菅原 隆一
ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 元道牧場 396 ―1：39．2クビ 347．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，002，800円 複勝： 58，865，800円 枠連： 16，173，900円
馬連： 75，765，500円 馬単： 32，958，900円 ワイド： 65，423，500円
3連複： 110，797，400円 3連単： 115，565，900円 計： 534，553，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 220円 � 490円 枠 連（1－3） 810円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 450円 �� 960円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 18，260円

票 数

単勝票数 計 590028 的中 � 210005（1番人気）
複勝票数 計 588658 的中 � 160457（1番人気）� 62223（4番人気）� 21927（7番人気）
枠連票数 計 161739 的中 （1－3） 15341（3番人気）
馬連票数 計 757655 的中 �� 55900（3番人気）
馬単票数 計 329589 的中 �� 15956（4番人気）
ワイド票数 計 654235 的中 �� 40417（3番人気）�� 17155（10番人気）�� 5029（31番人気）
3連複票数 計1107974 的中 ��� 12060（22番人気）
3連単票数 計1155659 的中 ��� 4586（47番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．8―12．8―12．5―11．4―11．4―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―37．0―49．8―1：02．3―1：13．7―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．0
3 10，6（5，14，16）13（8，9，15）（7，2）12（4，1）11，3 4 ・（10，6）（5，13，14，16）（8，9，15）（7，2，1）（4，11，12）3

勝馬の
紹 介

ナ ヴ ォ ー ナ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Soldier Hollow 初出走

2020．1．27生 牡3鹿 母 セリエンホルデ 母母 Saldenehre 1戦1勝 賞金 6，200，000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 アジアノカイゾク号・ウインルピナス号・キラープリンセス号・トーセンジェミニ号



03043 2月5日 晴 良 （5東京1） 第4日 第7競走 1，300�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

510 タイセイジャスパー 牡4栗 58 C．ルメール 田中 成奉氏 伊藤 圭三 新冠 カミイスタット B504－ 21：18．8 3．0�
12 フォトスフィア 牡4栗 58 菅原 明良岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 514－ 4 〃 クビ 7．8�
23 キャロライナリーパ 牝5黒鹿56 横山 和生野嶋 祥二氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：19．01� 6．1�
611 ブロードマリー 牝5鹿 56 伊藤 工真 �ユートピア牧場 林 徹 新ひだか 服部 牧場 B440＋ 41：19．2� 158．7�
48 ジュラメント 牝5黒鹿56 北村 宏司犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 444＋ 21：19．41� 154．5�
59 � ビービーキング 牡5鹿 58 内田 博幸�坂東牧場 戸田 博文 平取 坂東牧場 570－ 41：19．82� 6．5	
815 ニシノフウジン 牡4鹿 58 田辺 裕信西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 478＋ 8 〃 アタマ 17．8

816� キングヴァンドーム 牡5芦 58

56 △横山 琉人 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 544＋161：19．9� 45．5�
35 � ブライティアコバ 牝4栗 56 大野 拓弥小林 昌志氏 田村 康仁 平取 雅 牧場 450－ 71：20．0� 271．3�
24 ベアグッジョブ 牡4鹿 58 松岡 正海熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 B514＋ 21：20．32 10．2
36 ス テ ッ プ 牝4鹿 56 武士沢友治�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 434－ 81：20．4クビ 74．3�
713 ラコンタール 牡4鹿 58 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：20．61� 6．7�
612 ベルウッドウズメ 牡4芦 58 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 504± 01：20．81� 46．8�
714 サンダビューク 牡4黒鹿58 横山 武史加藤 信之氏 蛯名 利弘 浦河 村下 清志 464＋ 41：20．9� 23．1�
47 � データアナリシス 牝4黒鹿56 丸田 恭介兼子 尚也氏 上原 博之 浦河 惣田 英幸 494－ 31：21．11 44．3�
11 ガーデンアイル 牝4栗 56 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 辻 哲英 安平 ノーザンファーム 480＋18 〃 ハナ 29．0�
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売 得 金
単勝： 49，753，200円 複勝： 71，299，400円 枠連： 24，351，200円
馬連： 95，176，600円 馬単： 34，615，500円 ワイド： 91，754，000円
3連複： 166，149，000円 3連単： 153，035，400円 計： 686，134，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 220円 � 180円 枠 連（1－5） 750円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 460円 �� 470円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 10，020円

票 数

単勝票数 計 497532 的中 � 131592（1番人気）
複勝票数 計 712994 的中 � 140071（1番人気）� 72483（5番人気）� 101862（2番人気）
枠連票数 計 243512 的中 （1－5） 25071（3番人気）
馬連票数 計 951766 的中 �� 66710（2番人気）
馬単票数 計 346155 的中 �� 14107（2番人気）
ワイド票数 計 917540 的中 �� 52210（1番人気）�� 50827（3番人気）�� 29178（7番人気）
3連複票数 計1661490 的中 ��� 51364（3番人気）
3連単票数 計1530354 的中 ��� 11070（7番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．4―11．9―12．3―12．2―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．2―29．6―41．5―53．8―1：06．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイジャスパー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 トワイニング デビュー 2021．10．9 東京1着

2019．4．4生 牡4栗 母 プラセンティア 母母 キャサリーンパー 12戦2勝 賞金 21，950，000円

03044 2月5日 晴 良 （5東京1） 第4日 第8競走 2，000�4歳以上2勝クラス
発走14時00分 （芝・左）

牝；負担重量は，4歳55�5歳以上56�
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

33 ルージュリナージュ 牝4鹿 55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 448＋182：00．2 1．9�
78 ロマンシングブルー 牝4青鹿55 坂井 瑠星吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 462－102：00．3� 3．6�
810 エクランドール 牝5鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B440＋ 2 〃 ハナ 5．5�
89 ヒットザシーン 牝5黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 22：00．83 10．4�
44 アラビアンナイト 牝5青鹿56 田辺 裕信 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 452＋ 82：00．9クビ 15．1	
11 イ ン ナ リ オ 牝5鹿 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 嘉藤 貴行 安平 ノーザンファーム 482＋102：01．11� 59．1

66 エコルフリューゲル 牝4栗 55

53 △小林 凌大鈴木 昌樹氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 478＋ 62：01．2� 15．1�
22 オウケンロジータ 牝6黒鹿56 田中 勝春福井 明氏 松永 康利 浦河 辻 牧場 520＋ 2 〃 クビ 209．6�
77 グレースオブナイル 牝6鹿 56 武藤 雅 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 454＋ 82：01．3クビ 362．5
55 テーオーアリエス 牝4黒鹿55 横山 和生小笹 公也氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 476－ 82：02．15 41．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 65，621，600円 複勝： 72，234，300円 枠連： 14，999，100円
馬連： 91，781，700円 馬単： 44，547，700円 ワイド： 78，784，800円
3連複： 135，150，500円 3連単： 224，499，100円 計： 727，618，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（3－7） 310円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 170円 �� 230円 �� 270円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 1，540円

票 数

単勝票数 計 656216 的中 � 274296（1番人気）
複勝票数 計 722343 的中 � 231501（1番人気）� 156737（2番人気）� 101920（3番人気）
枠連票数 計 149991 的中 （3－7） 36708（1番人気）
馬連票数 計 917817 的中 �� 219926（1番人気）
馬単票数 計 445477 的中 �� 62272（1番人気）
ワイド票数 計 787848 的中 �� 137363（1番人気）�� 82917（2番人気）�� 65275（3番人気）
3連複票数 計1351505 的中 ��� 199537（1番人気）
3連単票数 計2244991 的中 ��� 105037（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．9―37．2―49．6―1：02．2―1：14．5―1：26．5―1：37．5―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

ルージュリナージュ �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 ルーラーシップ デビュー 2021．10．31 東京4着

2019．4．8生 牝4鹿 母 パンツァネッラ 母母 シルバーフォックス 8戦3勝 賞金 32，987，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。

追 加 記 事（第 1回東京競馬第 3日第 12 競走）
〔その他〕　　ナイトフローリック号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　ナイトフローリック号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5

年 3月4日まで出走できない。



03045 2月5日 晴 良 （5東京1） 第4日 第9競走 ��
��2，400�ゆ り か も め 賞

発走14時35分 （芝・左）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

78 スキルヴィング 牡3黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 524± 02：24．8 1．5�
22 サ ヴ ォ ー ナ 牡3鹿 56 田辺 裕信加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 512－ 82：25．33 13．1�
810 ミ ヤ ビ 牝3黒鹿54 武藤 雅高橋 文男氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 424－ 22：25．51 6．6�
55 ノーブルクライ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 484＋ 22：25．61 22．7�
77 ウ ェ イ ビ ー 牝3黒鹿54 石橋 脩 �フジワラ・ファーム 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 4 〃 クビ 69．6�
66 ラスハンメル 牡3青鹿56 藤岡 康太 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 534＋262：25．8� 12．7	
44 インスタキング 牡3栗 56 武 豊嶋田 賢氏 蛯名 正義 新ひだか 前谷 武志 500＋ 82：25．9� 31．1

33 エ メ リ ヨ ン 牝3栗 54 福永 祐一 �社台レースホース加藤士津八 千歳 社台ファーム 456＋ 6 〃 ハナ 6．6�
11 ボーンイングランデ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 グランデファーム 464－ 62：26．11� 34．3
89 フォーサイドナイン 牡3鹿 56 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 奥村 豊 浦河 辻 牧場 458－ 82：28．1大差 100．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 92，752，500円 複勝： 247，031，500円 枠連： 17，232，100円
馬連： 115，057，600円 馬単： 65，944，900円 ワイド： 99，309，800円
3連複： 173，170，800円 3連単： 341，865，800円 計： 1，152，365，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 140円 枠 連（2－7） 780円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 260円 �� 210円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 3，570円

票 数

単勝票数 計 927525 的中 � 493360（1番人気）
複勝票数 計2470315 的中 � 1801860（1番人気）� 102164（4番人気）� 157625（2番人気）
枠連票数 計 172321 的中 （2－7） 17113（3番人気）
馬連票数 計1150576 的中 �� 111660（3番人気）
馬単票数 計 659449 的中 �� 58298（3番人気）
ワイド票数 計 993098 的中 �� 101042（3番人気）�� 139042（2番人気）�� 32836（8番人気）
3連複票数 計1731708 的中 ��� 116147（3番人気）
3連単票数 計3418658 的中 ��� 69271（8番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．3―12．2―12．1―12．6―12．5―12．3―12．2―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．4―35．7―47．9―1：00．0―1：12．6―1：25．1―1：37．4―1：49．6―2：01．2―2：12．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スキルヴィング �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．10．15 東京2着

2020．3．25生 牡3黒鹿 母 ロスヴァイセ 母母 ヴァイスハイト 3戦2勝 賞金 18，931，000円

03046 2月5日 晴 良 （5東京1） 第4日 第10競走 ��
��1，400�

ぎんてい

銀蹄ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，58�，牝馬2�減

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

816 ジ レ ト ー ル 牡4鹿 58 坂井 瑠星 �キャロットファーム 松永 幹夫 新ひだか グランド牧場 486＋ 21：24．0 4．5�
12 イ グ ザ ル ト 牡4黒鹿58 M．デムーロ青山 洋一氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 508＋ 21：24．31� 4．8�
815	 リンカーンテソーロ 牡5栗 58 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven
Steadings 470－ 21：24．72
 31．2�

36 フォーチュンテラー 牡4青鹿58 菅原 明良�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460－101：24．81 16．0�

35 ロードアラビアン 牡4鹿 58 福永 祐一 �ロードホースクラブ 四位 洋文 新ひだか タガミファーム 514－ 21：25．01 1．9	
47 ゴ ダ イ リ キ 牡5鹿 58 横山 武史青山 洋一氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 506＋ 61：25．1クビ 14．6

23 スズカマクフィ 牝5鹿 56 吉田 隼人永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 430－ 6 〃 クビ 98．0�
714 ワイドソロモン 牡6栗 58 藤岡 康太幅田 昌伸氏 奥村 豊 新ひだか グランド牧場 496＋ 21：25．2� 75．9�
24 ラブリークイーン 牝5栗 56 西塚 洸二坂巻 勝彦氏 嘉藤 貴行 新冠 大狩部牧場 490＋ 81：25．73 41．2
59 	 アメリカンファクト 牡8栗 58 武 豊 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B516＋ 41：25．91� 102．9�
510 フィールザファラオ �8黒鹿58 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 470± 0 〃 アタマ 307．9�
11 ドゥラモンド 牡5黒鹿58 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 496＋ 61：26．01 13．9�
713 ソーラーフレア 牡8鹿 58 木幡 巧也ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋141：26．1
 254．2�
612 ラインオブフェイト 牝5栗 56 戸崎 圭太 �YGGホースクラブ 田島 俊明 日高 奥山 博 478＋ 41：26．84 62．1�
48 ラパンセソバージュ 牡6栗 58 大野 拓弥諸岡 慶氏 大竹 正博 浦河 酒井牧場 474＋ 41：27．75 204．1�
611 プエルタデルソル 牡9栗 58 横山 典弘前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 4 （競走中止） 215．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 93，931，000円 複勝： 120，461，200円 枠連： 43，280，900円
馬連： 198，454，000円 馬単： 76，753，100円 ワイド： 154，312，500円
3連複： 320，581，600円 3連単： 364，639，500円 計： 1，372，413，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 200円 � 620円 枠 連（1－8） 1，030円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，480円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 14，400円 3 連 単 ��� 53，920円

票 数

単勝票数 計 939310 的中 � 164597（2番人気）
複勝票数 計1204612 的中 � 156721（3番人気）� 180463（2番人気）� 40585（7番人気）
枠連票数 計 432809 的中 （1－8） 32496（3番人気）
馬連票数 計1984540 的中 �� 89301（6番人気）
馬単票数 計 767531 的中 �� 18507（8番人気）
ワイド票数 計1543125 的中 �� 63445（6番人気）�� 26462（15番人気）�� 15589（24番人気）
3連複票数 計3205816 的中 ��� 16690（40番人気）
3連単票数 計3646395 的中 ��� 4902（152番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．6―47．5―59．5―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ レ ト ー ル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スズカマンボ デビュー 2021．7．25 新潟5着

2019．4．22生 牡4鹿 母 サ ン ビ ス タ 母母 ホワイトカーニバル 11戦4勝 賞金 67，985，000円
〔競走中止〕 プエルタデルソル号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ボルサリーノ号
（非抽選馬） 5頭 ショウナンバービー号・ダイシンイナリ号・ノーリス号・ヘイセイメジャー号・ライフレッスンズ号

２レース目



03047 2月5日 晴 良 （5東京1） 第4日 第11競走 ��
��1，600�第73回東 京 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，57�，牝馬2�減，R4．2．5以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，R4．2．4以前のG
Ⅰ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限
定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

12 ウインカーネリアン 牡6栗 58 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 518＋101：31．8 9．5�
815 ナ ミ ュ ー ル 牝4鹿 56 横山 武史 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 アタマ 3．7�
816 プレサージュリフト 牝4黒鹿55 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 484＋ 61：31．9クビ 12．1�
23 ジャスティンカフェ 牡5鹿 57 福永 祐一三木 正浩氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 502＋ 4 〃 クビ 2．9�
714 エアロロノア 牡6鹿 57 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 496－ 61：32．0クビ 19．3	
36 マテンロウオリオン 牡4黒鹿57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム 484－ 21：32．21 23．2

35 インダストリア 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：32．3� 9．9�
24 ピ ン ハ イ 牝4栗 55 坂井 瑠星北畑 忍氏 田中 克典 浦河 ヒダカフアーム 406－ 6 〃 アタマ 8．7�
48 ファルコニア 牡6鹿 58 吉田 隼人 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 472－ 2 〃 ハナ 26．1
47 タイムトゥヘヴン 牡5鹿 58 大野 拓弥 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 492＋ 81：32．4� 68．2�
11 プリンスリターン 牡6黒鹿57 横山 和生 �コスモヴューファーム 加用 正 日高 中館牧場 464＋ 6 〃 クビ 74．2�
611 カイザーミノル 牡7鹿 57 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B458－ 41：32．5� 135．0�
510 ピースワンパラディ 牡7鹿 57 菅原 明良長谷川成利氏 大竹 正博 日高 高山牧場 480＋ 41：32．92 57．4�
713 サクラトゥジュール 牡6青鹿57 田辺 裕信�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 526± 0 〃 アタマ 40．3�
612 シ ュ リ 牡7黒鹿57 津村 明秀前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512－ 61：33．11	 75．3�
59 ショウナンマグマ 牡4鹿 57 M．デムーロ国本 哲秀氏 尾関 知人 登別 青藍牧場 524＋ 41：33．2� 47．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 463，387，700円 複勝： 565，489，500円 枠連： 237，421，300円 馬連： 1，110，237，800円 馬単： 377，132，600円
ワイド： 994，441，200円 3連複： 2，374，016，200円 3連単： 2，690，371，100円 5重勝： 717，778，900円 計： 9，530，276，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 310円 � 180円 � 320円 枠 連（1－8） 1，510円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，970円 �� 730円

3 連 複 ��� 8，120円 3 連 単 ��� 45，900円

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

キャリーオーバー なし����� 102，930円

票 数

単勝票数 計4633877 的中 � 386807（4番人気）
複勝票数 計5654895 的中 � 438372（4番人気）� 974040（2番人気）� 409177（6番人気）
枠連票数 計2374213 的中 （1－8） 121115（6番人気）
馬連票数 計11102378 的中 �� 364152（8番人気）
馬単票数 計3771326 的中 �� 53433（21番人気）
ワイド票数 計9944412 的中 �� 277383（9番人気）�� 125193（22番人気）�� 358350（5番人気）
3連複票数 計23740162 的中 ��� 219116（22番人気）
3連単票数 計26903711 的中 ��� 42489（130番人気）
5重勝票数 計7177789 的中 ����� 4881

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．4―11．3―11．0―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．4―45．8―57．1―1：08．1―1：19．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．7
3 ・（2，8）（1，12）－15（6，9）（4，16）（5，11）（3，14）（7，13）－10 4 ・（2，8）12，1，15（6，9）（4，16）（5，11，14）（3，7，13）10

勝馬の
紹 介

ウインカーネリアン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．6．9 東京2着

2017．4．16生 牡6栗 母 コスモクリスタル 母母 クリスチャンネーム 20戦8勝 賞金 217，200，000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 ヴィジュネル号・オニャンコポン号・ゴールデンシロップ号

03048 2月5日 晴 良 （5東京1） 第4日 第12競走 ��1，300�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・左）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

510 オールフラッグ 牡4芦 58 内田 博幸 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム B490＋ 41：18．2 3．4�
24 サザンエルフ 牝4栗 56 C．ルメール 多田 賢司氏 中川 公成 日高 日西牧場 466＋ 2 〃 クビ 4．0�
816 セイカフォルゴーレ 牡4栗 58

56 △横山 琉人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 516＋ 21：18．62� 18．3�
36 � ダ ル ダ ヌ ス 牡4鹿 58 戸崎 圭太�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 546－ 21：18．7� 3．7�
815 デルマカンノン 牝5鹿 56 坂井 瑠星浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 448－10 〃 クビ 32．7	
48 フォギーデイ 牝6青鹿56 武藤 雅岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 490＋ 2 〃 ハナ 356．4

713 メイショウフンケイ 牡5栗 58 横山 武史松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 520－101：18．8� 7．2�
47 パ ル デ ン ス 牡5鹿 58

56 △山田 敬士山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 498－ 21：19．0� 84．4�
23 アラカザーム 牝5栗 56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 452－ 8 〃 クビ 59．9
59 アーサーテソーロ 牡4栗 58 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか フジワラフアーム 526－ 21：19．31� 13．7�
612 ク ロ ッ チ 	6黒鹿58 大野 拓弥 �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 456－ 41：19．72� 246．6�
12 バーニングソウル 牝6芦 56 和田 翼服部 新平氏 谷 潔 浦河 
川フアーム 420－ 2 〃 クビ 35．7�
611 ライヴサファイア 牝4栗 56 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 野坂牧場 450± 0 〃 ハナ 44．1�
714 ドラゴンズバック 牡6鹿 58 松岡 正海田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 482＋121：20．01� 327．3�
11 � ケルンコンサート 牡4芦 58 武 豊風早 信昭氏 森 秀行 米 Buck Pond

Farm Inc. 466－ 61：21．38 16．3�
35 トラストパッキャオ 牝4栗 56

55 ☆秋山 稔樹菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 松浦牧場 460－ 41：21．93� 138．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 161，770，700円 複勝： 179，934，700円 枠連： 59，968，100円
馬連： 288，186，900円 馬単： 105，700，300円 ワイド： 271，603，100円
3連複： 479，186，300円 3連単： 552，943，900円 計： 2，099，294，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 180円 � 400円 枠 連（2－5） 580円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，060円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 18，800円

票 数

単勝票数 計1617707 的中 � 369870（1番人気）
複勝票数 計1799347 的中 � 336693（1番人気）� 281340（3番人気）� 90026（7番人気）
枠連票数 計 599681 的中 （2－5） 79701（2番人気）
馬連票数 計2881869 的中 �� 267171（3番人気）
馬単票数 計1057003 的中 �� 53685（3番人気）
ワイド票数 計2716031 的中 �� 192218（3番人気）�� 62746（12番人気）�� 62846（11番人気）
3連複票数 計4791863 的中 ��� 83570（11番人気）
3連単票数 計5529439 的中 ��� 21322（40番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．2―12．0―12．0―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―17．8―29．0―41．0―53．0―1：05．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールフラッグ �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 Mizzen Mast デビュー 2021．9．26 中山4着

2019．5．10生 牡4芦 母 クルージンミジー 母母 Baby Lets Cruise 9戦3勝 賞金 31，900，000円
〔制裁〕 セイカフォルゴーレ号の騎手横山琉人は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・9

番・8番・7番）
トラストパッキャオ号の騎手秋山稔樹は，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：4番）

※メイショウフンケイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

５レース目



（5東京1）第4日 2月5日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 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

261，730，000円
5，620，000円
38，660，000円
1，620，000円
34，150，000円
83，670，000円
5，194，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
1，242，209，800円
1，718，199，800円
493，784，500円
2，347，334，200円
909，633，900円
2，149，060，900円
4，374，615，100円
5，110，131，700円
717，778，900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 19，062，748，800円

総入場人員 27，079名 （有料入場人員 26，436名）
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