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０３０７３ ２月１９日 晴 重 （２３東京１）第７日 第１競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳

発走１０時１０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

２３ パ ク サ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治加藤 信之氏 鈴木 康弘 浦河 藤春 修二 ５３０－ ２２：１６．１ ６．５�

５１０ テ ル バ イ ク 牡３栗 ５６ M．デムーロ加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社
ケイズ ４６０＋ ４２：１６．５２� ３．２�

（伊）

６１２ トウショウカムイ 牡３鹿 ５６ F．ベリー トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８８－１４２：１７．２４ １７．４�
（愛）

１２ ベストオブケン 牡３黒鹿５６ 吉田 豊中西 健造氏 清水 英克 新冠 川上牧場 ４７４± ０２：１７．４１� ４．５�
４８ アルスマルカート 牡３栗 ５６ 田中 勝春池田 正孝氏 河野 通文 新ひだか 矢野牧場 ４６６＋ ２２：１７．８２� １１．６�
２４ オ ー ビ ッ ト 牡３芦 ５６ 北村 宏司水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ５２０＋ ２２：１８．０１� １４．２�
７１３ ストロングシリウス 牡３栗 ５６ 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B４９６＋ ２２：１８．２１� ８．０	
３６ トウカイパルマ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人内村 正則氏 後藤 由之 平取 二風谷ファーム ４３８－ ４２：１８．９４ １８．５

８１６ タイセイソルジャー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一田中 成奉氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 ４４４－ ８２：１９．１１� １９．１�
６１１ ティアップブレイズ 牡３鹿 ５６ 江田 照男田中 昇氏 高木 登 新ひだか 三木田 頼嗣 ５１２－ ８２：１９．７３� １６．５�
７１４ キルデビルヒルズ 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優日進牧場 矢野 照正 浦河 岡部牧場 ４６８＋ ２２：２０．２３ ４９．３�
４７ スリンシンガポール 牡３青鹿５６ 柴山 雄一田島榮二郎氏 大竹 正博 日高 前川 義則 ４６８－ ２２：２０．５１� ２１７．０�
５９ カイシュウドリカム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義飯村 孝男氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム ４９０－ ６２：２１．０３ ５６．５�
８１５ タ ニ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 藤本牧場 ４７２－ ４２：２１．８５ １６５．６�
１１ ヒシアンドレ 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 カミイスタット ４９０－ ２ 〃 クビ １３２．４�
３５ クィディッチ 牡３黒鹿５６ A．クラストゥス 金子真人ホールディングス� 高市 圭二 日高 白井牧場 ４５８－ ６２：２２．１１� ７７．２�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０８８，８００円 複勝： ３８，２６８，６００円 枠連： １８，３４７，７００円

普通馬連： ６０，３８１，１００円 馬単： ３８，２６１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，９９１，３００円

３連複： ８７，２４８，６００円 ３連単： １１７，２０９，９００円 計： ４０５，７９７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２２０円 � １７０円 � ４１０円 枠 連（２－５） ８１０円

普通馬連 �� １，５３０円 馬 単 �� ３，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ２，０９０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ９，９４０円 ３ 連 単 ��� ５２，４９０円

票 数

単勝票数 計 １８０８８８ 的中 � ２２０６５（３番人気）
複勝票数 計 ３８２６８６ 的中 � ４６５６４（３番人気）� ７５６１６（１番人気）� １９７９８（８番人気）
枠連票数 計 １８３４７７ 的中 （２－５） １６８４５（１番人気）
普通馬連票数 計 ６０３８１１ 的中 �� ２９１８１（３番人気）
馬単票数 計 ３８２６１１ 的中 �� ８２４９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７９９１３ 的中 �� １１１４１（４番人気）�� ３１７９（２８番人気）�� ５６１４（１６番人気）
３連複票数 計 ８７２４８６ 的中 ��� ６４８３（３４番人気）
３連単票数 計１１７２０９９ 的中 ��� １６４８（１７５番人気）

ハロンタイム ７．１―１２．０―１２．８―１２．９―１２．９―１３．５―１３．５―１２．８―１３．２―１２．７―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１９．１―３１．９―４４．８―５７．７―１：１１．２―１：２４．７―１：３７．５―１：５０．７―２：０３．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

パ ク サ �
�
父 スパイキュール �

�
母父 Nijinsky デビュー ２０１１．２．１２ 東京３着

２００８．５．１５生 牡３鹿 母 ピアプリマドンナ 母母 Refinish ２戦１勝 賞金 ６，６００，０００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。
（非当選馬） ３頭 オルケゾグラフィ号・ドラゴンウィンズ号・フジマサエンパイア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０３０７４ ２月１９日 晴 重 （２３東京１）第７日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０分 （ダート・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

８１６ ライブインベガス 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥浅田 次郎氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４３２ ―１：２８．４ ８１．２�

７１４� レディスウィフト 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義�谷川牧場 二ノ宮敬宇 米
Hill ’n’ Dale Equine
Holdings, Inc. & Ed-
ward McGhee

４７２ ―１：２８．９３ ９．５�
８１５� ビーラヴリー 牝３黒鹿５４ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita ４４０ ―１：２９．２１� ６．９�
６１１ モリトブイコール �３栗 ５６ 的場 勇人石橋 忠之氏 後藤 由之 平取 スガタ牧場 ４６０ ―１：２９．３� ３９．２�
２４ メリーチャン 牝３芦 ５４ M．デムーロケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：２９．８３ １．６�

（伊）

２３ ジェヌスケラスス 牝３黒鹿５４ 横山 義行加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４７２ ―１：３０．４３	 ２４５．７�
３５ スマイリングムーン 牝３黒鹿５４ U．リスポリ吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ５２６ ―１：３０．６１	 １０．０	

（伊）

５１０ ニーマルコジーン 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド B５００ ― 〃 ハナ ２２．２

４７ ベルモントディーバ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ４５２ ―１：３０．７クビ １５．７�
３６ クリノワンチャンス 牝３芦 ５４

５２ △伊藤 工真栗本 博晴氏 古賀 史生 日高 日西牧場 ４３２ ―１：３１．１２	 ２６３．９�
１１ アトムウィナー 牝３鹿 ５４ 小林 淳一永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４８６ ―１：３１．６３ ２６３．１
６１２ レ ン ウ ン 牝３栗 ５４ 吉田 豊岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 出羽牧場 ４０６ ― 〃 ハナ １７３．５�
７１３ レッドフィオーレ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 新冠 アラキフアーム ４２６ ―１：３２．２３	 １１．０�
１２ アシヤミユキ 牝３芦 ５４ 黛 弘人��屋 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４５６ ―１：３２．４１	 １５６．９�
４８ テイエムアイリス 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ４１２ ―１：３２．５クビ ３２４．１�
５９ ヨ シ サ リ イ 牝３鹿 ５４ 江田 照男田辺 喜彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 ４４０ ―１：３２．７１
 １９６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２６１，５００円 複勝： ２９，２９３，４００円 枠連： １６，３４９，０００円

普通馬連： ４６，２８８，２００円 馬単： ３８，２２１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６２８，６００円

３連複： ６１，０７６，６００円 ３連単： １０７，４８５，８００円 計： ３４１，６０４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，１２０円 複 勝 � １，３７０円 � ２５０円 � ２００円 枠 連（７－８） １，０９０円

普通馬連 �� ２６，０４０円 馬 単 �� ８６，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，８５０円 �� ４，３４０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２８，３５０円 ３ 連 単 ��� ３６２，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２１２６１５ 的中 � ２０６５（９番人気）
複勝票数 計 ２９２９３４ 的中 � ４３８１（９番人気）� ３２７１９（４番人気）� ４５８３９（２番人気）
枠連票数 計 １６３４９０ 的中 （７－８） １１１５８（４番人気）
普通馬連票数 計 ４６２８８２ 的中 �� １３１２（３７番人気）
馬単票数 計 ３８２２１７ 的中 �� ３２７（８１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６２８６ 的中 �� ８７９（３９番人気）�� １１９１（３４番人気）�� ７８７７（７番人気）
３連複票数 計 ６１０７６６ 的中 ��� １５９０（６６番人気）
３連単票数 計１０７４８５８ 的中 ��� ２１９（５３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．７―３７．４―５０．８―１：０３．５―１：１５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライブインベガス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Coronado’s Quest 初出走

２００８．５．７生 牝３黒鹿 母 ベガスナイト 母母 Words of War １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２５頭 イフポッシブル号・ウネメ号・エイダイポイント号・カチドキハル号・キアーダ号・キョウエイアロマ号・

サクラブライト号・ザレヴォルーション号・セナ号・ソルデラ号・タマモウイッシュ号・ニジュウショウ号・
ハナライ号・プラネット号・フレンチキス号・ホッコーマドンナ号・ポルトシャンス号・マスターディライト号・
ラブヘリテージ号・リックデビッド号・リッツクイーンラブ号・リーサムガガ号・レオネプチューン号・
ロイヤルパープル号・ロードエフォール号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回　東京競馬　第７日



０３０７５ ２月１９日 晴 重 （２３東京１）第７日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１６ ベルモントキーラ 牝３青鹿５４ 吉田 隼人 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント
ファーム ４８０＋１０１：４１．６ ２．３�

５１０ ル イ ー ズ 牝３青鹿５４ 松岡 正海大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４ 〃 クビ ３．２�
４７ ナガタノナナチャン 牝３鹿 ５４ 高橋 智大紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 戸川牧場 ４６４－ ８１：４１．７クビ ２１８．６�
１１ ツクバオトメ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４５８－ ２１：４１．９１� １０．５�
６１１ レインボーデイズ 牝３栗 ５４ 幸 英明�ターフ・スポート鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４１２－ ４ 〃 アタマ １８．４�
１２ マ レ ン カ ヤ 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４６０－ ８１：４２．３２� １８．３�

（仏）

５９ トップオブプレイズ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春関 駿也氏 宗像 義忠 日高 野口牧場 ４８４－ ２１：４２．５１ ９．５	
３５ テルユーホワット 牝３栗 ５４ M．デムーロ �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ８１：４２．６� １８．７

（伊）

２４ ルーナピエーナ 牝３栗 ５４ 伊藤 直人�樽さゆり氏 松永 康利 日高 川島 良一 ４４４＋ ６１：４２．７� ２６６．０�
７１３ カイカセンゲン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢野 英一 浦河 宮内牧場 ４４４＋ ２１：４３．８７ ５６．１

３６ ディアテイスティー 牝３栗 ５４ 中舘 英二ディアレスト 加藤 和宏 浦河 小島牧場 ４６０－ ２１：４４．５４ １０８．８�
７１４ イットーアンファン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩阿部 紀子氏 清水 利章 浦河 大道牧場 ４９０＋ ４１：４４．８１� １３２．５�
２３ エフティレフア 牝３青鹿５４ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ２１：４５．７５ １６．０�
４８ シーアクトレス 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �ローレルレーシング 武市 康男 新冠 松本 信行 ４４４－ ８１：４６．６５ １０９．２�
６１２ ダンシングカーロ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介山科 統氏 和田正一郎 浦河 バンダム牧場 ４６８－１６１：４７．６６ １１４．６�
８１５ ティアラグラマラス 牝３黒鹿５４ 池添 謙一首藤 徳氏 池上 昌弘 浦河 野表 俊一 ４４２＋ ８１：４８．４５ ４３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０２１，４００円 複勝： ３７，６４７，１００円 枠連： ２１，８５２，２００円

普通馬連： ５９，００７，０００円 馬単： ４３，２２０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，２２１，９００円

３連複： ８３，２５８，０００円 ３連単： １３０，４０８，９００円 計： ４２６，６３７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２，６００円 枠 連（５－８） ２８０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ８，５８０円 �� １０，４６０円

３ 連 複 ��� ３０，２００円 ３ 連 単 ��� ８８，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２３０２１４ 的中 � ８００３８（１番人気）
複勝票数 計 ３７６４７１ 的中 � ９０５２９（２番人気）� ９１５２８（１番人気）� ２１２８（１５番人気）
枠連票数 計 ２１８５２２ 的中 （５－８） ５９４０６（１番人気）
普通馬連票数 計 ５９００７０ 的中 �� ９５１７９（１番人気）
馬単票数 計 ４３２２０５ 的中 �� ４１１１５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８２２１９ 的中 �� ４１７１６（１番人気）�� ６９２（５８番人気）�� ５６７（６２番人気）
３連複票数 計 ８３２５８０ 的中 ��� ２０３５（８３番人気）
３連単票数 計１３０４０８９ 的中 ��� １０８８（２５９番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．１―１２．３―１２．８―１３．２―１３．０―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．５―３６．８―４９．６―１：０２．８―１：１５．８―１：２８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．０―３F３８．８
３ １６（１２，１３）７（５，１０）－（８，１１，１５）２（３，１４）（１，９）４－６ ４ １６（７，１２，１３）（５，１０）２（８，１１）１（４，３，１４）（９，１５）－６

勝馬の
紹 介

ベルモントキーラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１１．１．２９ 東京２着

２００８．１．３１生 牝３青鹿 母 ベルモントデーンズ 母母 ミスシャーリー ２戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティアラグラマラス号は，平成２３年３月１９日まで平地競走に出走できない。

ダンシングカーロ号は，平成２３年４月１９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 アドマイヤアジナ号・グランデティアモ号・スナークスマイル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０３０７６ ２月１９日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２３東京１）第７日 第４競走 ��３，１００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金４００万円超過馬は
超過額３００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：２４．５良・良

１１ � モエレエキスパート 牡５青鹿６０ 浜野谷憲尚 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか 中村 和夫 ５００－ ２３：２９．８ １７．３�

２２ � ナカヤマスナイパー 牡９黒鹿６０ 宗像 徹和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.
Kaster ５２２－ ４３：３１．１８ ２．４�

６７ バ イ ヨ ン 牡６栗 ６０ 穂苅 寿彦 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ４３：３１．３１ ９．５�
８１０ ニシノアララギ 牡５鹿 ６０ 山本 康志西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ５０８＋ ２３：３１．４� ９．６�
８１１ コ ー ド 牡５鹿 ６０ 蓑島 靖典松平 正樹氏 小桧山 悟 日高 山際 辰夫 ５００＋ ２３：３３．１大差 ４３．４�
６６ モリノミヤコ 牡９黒鹿６０ 草野 太郎関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ５００－ ４３：３３．２� ４２．２�
３３ �� ジャイアンツエール 牡９青鹿６２ 西谷 誠栗坂 崇氏 根本 康広 愛 Round

Hill Stud ５８４＋ ６３：３３．５１� ３４．７	
４４ コアレスアルダン 牡５鹿 ６０ 大庭 和弥小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 広川 忠久 ４９０± ０３：３３．６� ７．０

５５ ジョーベルスター 牡５栗 ６０ 五十嵐雄祐上田けい子氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ５１６－ ２３：３３．７� ２５．８�
７８ パ ゴ ダ 牡５鹿 ６０ 高野 和馬�和田牧場 和田正一郎 静内 及川 麻吉 ５４２＋１８３：３６．５大差 ３６．３�
７９ クリーバレン 牡５鹿 ６０ 横山 義行吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５６４＋ ２ （競走中止） ３．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，５５２，９００円 複勝： ２４，０８４，５００円 枠連： １４，３１０，１００円

普通馬連： ４５，７１０，１００円 馬単： ３４，８５５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２８９，２００円

３連複： ６３，２８０，７００円 ３連単： １０７，６０４，３００円 計： ３２５，６８７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７３０円 複 勝 � ３９０円 � １３０円 � ２５０円 枠 連（１－２） ２，１４０円

普通馬連 �� １，９５０円 馬 単 �� ４，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� １，７５０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ４，７１０円 ３ 連 単 ��� ４３，３８０円

票 数

単勝票数 計 １６５５２９ 的中 � ７５５６（６番人気）
複勝票数 計 ２４０８４５ 的中 � １１６９１（６番人気）� ７８０２８（１番人気）� ２０７１３（５番人気）
枠連票数 計 １４３１０１ 的中 （１－２） ４９３７（９番人気）
普通馬連票数 計 ４５７１０１ 的中 �� １７３８２（７番人気）
馬単票数 計 ３４８５５４ 的中 �� ５２５６（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２８９２ 的中 �� ７０２１（７番人気）�� ２５１３（２５番人気）�� １２６９１（２番人気）
３連複票数 計 ６３２８０７ 的中 ��� ９９２２（１５番人気）
３連単票数 計１０７６０４３ 的中 ��� １８３１（１３９番人気）

上り １マイル １：４５．８ ４F ５１．０－３F ３８．４
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→
→�」
１
�
１，２－（５，７）９（１１，１０）３＝４－６＝８
１，２－７－（１１，５）－３，１０，６－４＝８

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

勝馬の
紹 介

�モエレエキスパート �
�
父 マジックマイルズ �

�
母父 エ リ シ オ

２００６．５．１３生 牡５青鹿 母 アズマタイガー 母母 サンデーストーリー 障害：９戦２勝 賞金 ２８，９００，０００円
地方デビュー ２００８．５．２１ 札幌

〔競走中止〕 クリーバレン号は，２周目６号障害〔いけ垣〕飛越の際，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。



０３０７７ ２月１９日 曇 稍重 （２３東京１）第７日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２３ トーセンマルス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３４± ０１：４９．０ ６．５�

６１２ ネオブラックダイヤ 牡３青鹿５６ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６± ０ 〃 クビ １６．１�

３５ ショウナンカミング 牡３栗 ５６ U．リスポリ国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４５０－ ６１：４９．３１� ２．９�
（伊）

６１１ ヴェラシティ 牡３栗 ５６ F．ベリー 臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B４８６－ ２１：４９．６１� ６．４�
（愛）

２４ ストーンステージ 牡３栗 ５６ 田中 勝春百万 武夫氏 古賀 慎明 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４９２－ ８１：４９．７� ９．０�

８１５ ヤマニンリップル 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４５０－ ６１：４９．９１ ４．４�
５９ テンベアハート 牡３栗 ５６ 木幡 初広天白 泰司氏 牧 光二 浦河 小倉牧場 ４６０＋１０ 〃 クビ ２４．３	
７１３ ブートジョロキア 牡３鹿 ５６ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７６± ０１：５０．０クビ ５４．３

１２ サイクロンフォース 牡３鹿 ５６ 松岡 正海小菅 定雄氏 松山 康久 登別 青藍牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ２８．７�
１１ ベジャールコード 牡３黒鹿５６ A．クラストゥス 千明牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 城地 清満 ４８０－ ８１：５０．２� １１８．６�

（仏）

４８ コスモインスパイア 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 日高 中前牧場 ４５２＋ ２１：５０．３� ３０８．７�
５１０ ブロックコード 牡３青鹿５６ 丸田 恭介ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４８０＋１０ 〃 クビ １１３．４�
７１４ シーズアップルズ 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太野崎 宗信氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４３０± ０１：５０．７２� ４５．１�

（大井）

４７ ブラックアース 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 ４７６± ０１：５１．２３ ２６．５�
３６ パルムドールピサ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一市川 義美氏 河野 通文 新ひだか フジワラフアーム ４６８－ ２１：５１．７３ ４９．６�
８１６ マコトローゼンボー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４５４＋ ８１：５２．６５ ２４３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４７８，６００円 複勝： ４５，１８８，５００円 枠連： ２３，２１７，１００円

普通馬連： ７４，３３３，５００円 馬単： ４６，８７４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，４７４，３００円

３連複： ９５，６８５，０００円 ３連単： １４０，６１４，８００円 計： ４８３，８６６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２４０円 � ３９０円 � １５０円 枠 連（２－６） ７３０円

普通馬連 �� ４，４４０円 馬 単 �� ９，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８００円 �� ５６０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ５，６５０円 ３ 連 単 ��� ４７，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２４４７８６ 的中 � ２９７１０（４番人気）
複勝票数 計 ４５１８８５ 的中 � ４６７１２（５番人気）� ２４４５７（６番人気）� １０６４３７（１番人気）
枠連票数 計 ２３２１７１ 的中 （２－６） ２３６４９（３番人気）
普通馬連票数 計 ７４３３３５ 的中 �� １２３７５（１９番人気）
馬単票数 計 ４６８７４２ 的中 �� ３７９５（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３４７４３ 的中 �� ４３８８（２０番人気）�� １５８１３（４番人気）�� ８２８９（１１番人気）
３連複票数 計 ９５６８５０ 的中 ��� １２５１７（１６番人気）
３連単票数 計１４０６１４８ 的中 ��� ２１８４（１４８番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．４―１１．９―１２．３―１２．４―１２．５―１１．４―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．４―３６．３―４８．６―１：０１．０―１：１３．５―１：２４．９―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．５

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンマルス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．１０．２３ 東京２着

２００８．３．２８生 牡３鹿 母 アクアプラネット 母母 スターアルファ ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
※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 ホマレエイカン号
（非抽選馬） ５頭 アイアイドリーミー号・オービーキング号・ジェイケイタイムズ号・チャーピーチット号・メジロサモン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０３０７８ ２月１９日 曇 重 （２３東京１）第７日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

５１０ スカラブレイ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４５０－ ８１：２５．９ ５．９�

３６ アルデュール 牝３栗 ５４ M．デムーロ吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：２６．３２� １．７�
（伊）

７１４ タ ビ ト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春幅田 昌伸氏 白井 寿昭 浦河 荻伏服部牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ ８．０�
４７ トミケンヒーロー 牡３鹿 ５６ U．リスポリ冨樫 賢二氏 領家 政蔵 日高 白瀬 明 ５２４＋ ８１：２６．７２� １５．０�

（伊）

６１２ キンショーユウジャ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ５００± ０１：２６．８� １２．２�
６１１ ジャーグラット 牡３栗 ５６ 丸田 恭介本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４３０＋ ６１：２７．０１ １２３．１�
１１ ラブミーニキータ 牝３芦 ５４ 幸 英明小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９２± ０１：２７．２１� ７４．５	
５９ ファンキータウン 牡３芦 ５６ 吉田 隼人吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 土田農場 ５２８－ ６１：２７．４１� １９９．５

３５ コ ア ヨ カ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４７２－ ２１：２７．６１� ２５．４�
４８ ハワイアンシュガー 牡３黒鹿５６ 江田 照男四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４２８＋ ２ 〃 クビ ８２．９�
２４ � エニフェアー 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太松井 淳二氏 蛯名 雄太 日高 大江牧場 ４８６－ ７１：２８．１３ ３４．７

（大井） （大井）

７１３ クラウンフィデリオ 牡３栗 ５６ 的場 勇人矢野 悦三氏 牧 光二 浦河 中島牧場 ４７４＋ ２１：２８．３１ １４．９�
２３ ティアップゼウス 牡３栗 ５６ 丸山 元気田中 昇氏 高木 登 新ひだか 土居 忠吉 ４５０－ ４１：２８．７２� １５７．９�
８１５ クリールマグナム 牡３芦 ５６ 津村 明秀横山 修二氏 稲葉 隆一 新ひだか 畠山牧場 ５０４± ０ 〃 クビ ６９．１�
８１６ タイセイクライマー 牡３黒鹿５６ 池添 謙一田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５４－１０１：２９．０１� ４７．０�
１２ � ド キ ド キ 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 中村 祐子氏 田中 清隆 新ひだか ケイアイファーム ４８２＋ ６１：３０．６１０ ２９４．３�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，２４６，８００円 複勝： ５２，３８３，４００円 枠連： ２３，２２１，６００円

普通馬連： ７８，６１１，４００円 馬単： ５８，４９６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，７１６，５００円

３連複： ９９，１３０，８００円 ３連単： １７８，３８０，９００円 計： ５５６，１８７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（３－５） ５１０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ４６０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� ８，４５０円

票 数

単勝票数 計 ３０２４６８ 的中 � ４０７３９（２番人気）
複勝票数 計 ５２３８３４ 的中 � ６７８４４（２番人気）� １９１５１６（１番人気）� ６０６３８（３番人気）
枠連票数 計 ２３２２１６ 的中 （３－５） ３４２７２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７８６１１４ 的中 �� ９５８６０（１番人気）
馬単票数 計 ５８４９６５ 的中 �� ２２３７５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５７１６５ 的中 �� ３４４８０（１番人気）�� １７６１７（５番人気）�� ２９９４８（２番人気）
３連複票数 計 ９９１３０８ 的中 ��� ６２４４６（１番人気）
３連単票数 計１７８３８０９ 的中 ��� １５５９４（１７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．２―１２．４―１２．４―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．１―３６．３―４８．７―１：０１．１―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スカラブレイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Wild Again デビュー ２０１０．８．８ 小倉１着

２００８．４．１８生 牡３黒鹿 母 トキオタヒーチ 母母 Tahiche ６戦２勝 賞金 ２２，５７０，０００円
※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） ６頭 コンノート号・テイエムシャトウ号・トウカイシャンテ号・トキノエクセレント号・ブラウニーサンクス号・

フレンドミー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０７９ ２月１９日 晴 重 （２３東京１）第７日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５９ ドビュッシー 牡４栗 ５７ 柴田 善臣 �ワールド・パーム 高橋 裕 新ひだか 斉藤スタッド ４９４＋ ８１：３９．０ ３１．４�

５１０ タクティクス �５栗 ５７ 松岡 正海近藤 英子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４６８＋１２ 〃 クビ ３４．７�
７１３ ス パ ラ ー ト 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B４５６－ ６ 〃 アタマ ８．２�
２４ サクセスヒューゴー 牡５青鹿５７ 的場 勇人�嶋 哲氏 牧 光二 新冠 タニグチ牧場 ５３０＋１４１：３９．２１ １２．２�
７１４ アサクサマリンバ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：３９．４１� ９．７�
３６ カロルバンダム 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 ５００＋ ４１：３９．５	 ８．８	
６１２ ユ ー ス フ ル 牡４鹿 ５７ 北村 宏司武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 畑端牧場 ４７８± ０１：３９．６	 ２．６

８１６
 ク レ イ モ ア 牡４栗 ５７ 柴山 雄一�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ５５０＋１２１：３９．９１� ５４．６�
６１１ エンダーズシャドウ 牡４黒鹿５７ 田中 勝春飯塚 知一氏 斎藤 誠 平取 坂東牧場 ４７６± ０１：４０．３２	 ２０．９�
２３ � アポロヴァンドーム 牡４芦 ５７ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Hopewell In-

vestments LLC ５１４＋ ８１：４０．９３	 ８５．１
１２ 
 ピンクデージー 牝４黒鹿 ５５

５３ △伊藤 工真野島 春男氏 郷原 洋行 日高 野島牧場 ４８８－ ３１：４１．３２	 １６７．０�
１１ ピサノユリシーズ �４栗 ５７ M．デムーロ市川 義美氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４７４＋１２ 〃 クビ ４．７�

（伊）

４７ 
 トウカイイーグル 牡４黒鹿５７ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 平取 二風谷ファーム ４９４－ ９１：４１．４	 １９８．６�
８１５ シンクロナイザー �５黒鹿５７ 宮崎 北斗グリーンスウォード 中川 公成 浦河 西田 雄二 ４７０± ０１：４１．７２ ９１．５�
３５ �
 インフォカルシー 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太前田 幸治氏 田中 剛 愛 Swettenham Stud

and Ben Sangster B５３４± ０１：４２．１２	 １２．９�
（大井）

４８ ケイアイカミノアシ 牝４鹿 ５５ 幸 英明 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 浦河 富田牧場 ４５８± ０１：４３．９大差 １３４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４６９，４００円 複勝： ４５，８５２，７００円 枠連： ２５，９７９，１００円

普通馬連： ８０，１８９，７００円 馬単： ４８，３５３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，０４１，５００円

３連複： ９８，４５７，０００円 ３連単： １５２，４６４，９００円 計： ５０６，８０７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１４０円 複 勝 � ８８０円 � １，２１０円 � ３２０円 枠 連（５－５） ３２，０１０円

普通馬連 �� ３８，６３０円 馬 単 �� ８０，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，１００円 �� ３，０６０円 �� ４，６１０円

３ 連 複 ��� ９７，０２０円 ３ 連 単 ��� ６７３，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２４４６９４ 的中 � ６１４６（９番人気）
複勝票数 計 ４５８５２７ 的中 � １３０７７（９番人気）� ９２５０（１０番人気）� ４２４６９（５番人気）
枠連票数 計 ２５９７９１ 的中 （５－５） ５９９（３２番人気）
普通馬連票数 計 ８０１８９７ 的中 �� １５３２（６８番人気）
馬単票数 計 ４８３５３６ 的中 �� ４４２（１３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１０４１５ 的中 �� ８３３（６８番人気）�� ２５１７（３５番人気）�� １６５９（４０番人気）
３連複票数 計 ９８４５７０ 的中 ��� ７４９（１７６番人気）
３連単票数 計１５２４６４９ 的中 ��� １６７（１１５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３６．４―４８．８―１：０１．３―１：１３．９―１：２６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドビュッシー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００９．１０．１７ 京都４着

２００７．４．１８生 牡４栗 母 アマートベン 母母 スマートギニー １０戦２勝 賞金 １７，３００，０００円
〔発走状況〕 ピンクデージー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 サクセスヒューゴー号の騎手的場勇人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番への進

路影響）
〔調教再審査〕 ピンクデージー号は，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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ウインク号・エアイグアス号・ドリームシガー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０３０８０ ２月１９日 晴 稍重 （２３東京１）第７日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時０５分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

５７ モ ン テ エ ン 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 ４６４－１６２：００．３ ３．８�

４６ サンリヴァル 牡４鹿 ５６ F．ベリー �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B４７４－１０２：００．５１ ２８．１�
（愛）

６９ イースタリーガスト 牡４黒鹿５６ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５１０＋１４２：００．８２ １０４．６�
５８ ショウナンアルディ 牡５栗 ５７ A．クラストゥス 国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４７０－ ２２：００．９クビ ６．９�

（仏）

１１ ヴァンダライズ 牡４栗 ５６ U．リスポリ前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４６８± ０ 〃 クビ ２．９�
（伊）

４５ カールファターレ 牝４鹿 ５４ M．デムーロ吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４０± ０２：０１．５３� １７．７�
（伊）

７１１ マイネルウーノ 牡４鹿 ５６
５４ △伊藤 工真 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 青森 イズモリファーム ４７４－ ２ 〃 クビ ９６．３

６１０ スズヨタキオン 牝４鹿 ５４ 北村 宏司鈴木与四郎氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４２６－１２２：０１．７１� ２０５．１�
３４ ジャストルーラー 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９４± ０２：０１．９� １１．４�
３３ ドリームネイチヤー 牡４鹿 ５６ 松岡 正海セゾンレースホース	 上原 博之 新ひだか 中村 和夫 ４４８＋ ６２：０２．８５ ２４．２
７１２ ディアブラスト 牡４黒鹿５６ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８２± ０ 〃 ハナ ９．２�
８１４ ニシノホウギョク 牡５黒鹿５７ 大庭 和弥西山 茂行氏 牧 光二 むかわ 西山牧場 ５０８－ ６２：０３．６５ ５７．７�
８１３ トレノユーボウ 	４黒鹿５６ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４９８± ０２：０４．０２� １０．７�
２２ タイムチェイサー 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信	RRA 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８０－１０２：０４．４２� ２２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，１２６，８００円 複勝： ４７，３３８，５００円 枠連： ２９，２８８，４００円

普通馬連： ９７，０９６，７００円 馬単： ５７，６６８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，７４４，１００円

３連複： １１４，６１５，３００円 ３連単： １８４，８６９，３００円 計： ５９３，７４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � ２１０円 � ８３０円 � ２，１７０円 枠 連（４－５） １，２１０円

普通馬連 �� ６，４２０円 馬 単 �� １０，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３００円 �� ６，７４０円 �� １７，１４０円

３ 連 複 ��� １８３，４９０円 ３ 連 単 ��� ７４１，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２８１２６８ 的中 � ５８４１４（２番人気）
複勝票数 計 ４７３３８５ 的中 � ７８９９２（２番人気）� １３４３９（１０番人気）� ４８０４（１３番人気）
枠連票数 計 ２９２８８４ 的中 （４－５） １７９９９（６番人気）
普通馬連票数 計 ９７０９６７ 的中 �� １１１７４（２４番人気）
馬単票数 計 ５７６６８７ 的中 �� ４１６８（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４７４４１ 的中 �� ３７８３（２７番人気）�� １２６３（５４番人気）�� ４９３（７７番人気）
３連複票数 計１１４６１５３ 的中 ��� ４６１（２２２番人気）
３連単票数 計１８４８６９３ 的中 ��� １８４（１０８２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．１―３５．６―４７．４―５９．６―１：１１．９―１：２４．３―１：３６．２―１：４８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

モ ン テ エ ン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．９．１３ 中山１着

２００７．５．８生 牡４鹿 母 サンセットキス 母母 アフターザサン ５戦２勝 賞金 １７，６６２，０００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 カワキタコマンド号・シャイニータイガー号・ステイマックス号・スマートドラゴン号・ダイワソウル号・

フーガフューグ号・マルヘイサッカー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０３０８１ ２月１９日 晴 稍重 （２３東京１）第７日 第９競走 ��
��１，６００�ヒヤシンスステークス

発走１４時４０分 （ダート・左）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，４００万円毎１�
増

賞 品

本 賞 １８，０００，０００円 ５，８５０，０００
５，８５０，０００

円
円 ２，７００，０００円 １，８００，０００円

付 加 賞 ３９２，０００円 ８４，０００
８４，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３６ ラヴィアンクレール 牡３黒鹿５６ M．デムーロ �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：３８．２ １３．８�
（伊）

４７ シルクシュナイダー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊有限会社シルク須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６＋１０１：３８．５２ ２０．９�

５９ � シゲルソウサイ 牡３鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-
vestments ５００± ０ 〃 同着 ６．８�

７１３ ボ レ ア ス 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：３８．６� １２．８�

６１１ トキノゲンジ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 ４８６－ ８１：３９．２３	 ６０．７�
２４ ホッコーガンバ 牡３鹿 ５６ 武 英智矢部 幸一氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ４９４＋ ８１：３９．５１� ５６．７	
４８ スノードラゴン 牡３芦 ５６ 蛯名 正義岡田 将一氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ４９４－ ６ 〃 ハナ ６．５

７１４ レーザーバレット 牡３鹿 ５６ 横山 典弘前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８－ ６１：３９．６	 １．９�
５１０ ディアフォルティス 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中田 英樹 ４５８－ ８１：３９．８１
 １４．１�
３５ レベルスピリット 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小田 吉男氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４３６－ １ 〃 クビ ２２９．８
１２ トウショウクラウン 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９４－１２１：４０．０１ ３０．３�

（大井）

８１６ ウッドシップ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４８０＋ ６１：４０．４２	 ７４．８�
６１２ アタッキングゾーン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 ４８８＋ ２１：４１．０３	 １９４．３�
１１ � エーシンジェイワン 牡３栗 ５６ U．リスポリ�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm ５２６－ ６１：４１．２１	 ３３．１�

（伊）

８１５ オ ヤ シ オ 牡３鹿 ５６ 平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４７６＋ ６１：４１．６２	 ８６．２�
２３ ブラウンワイルド 牡３鹿 ５７ 松岡 正海キャピタルクラブ 坂口 正則 新冠 田鎖牧場 ４６２＋ ２１：５８．７大差 ５３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５７，９５１，８００円 複勝： ８４，７４８，９００円 枠連： ４４，８７７，５００円

普通馬連： １６５，４４５，７００円 馬単： １０３，５３１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，０７３，１００円

３連複： １９５，４６８，８００円 ３連単： ３４０，５５７，３００円 計： １，０５２，６５４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ３４０円 �
�

５４０円
３００円 枠 連（３－４）（３－５）

１，０８０円
１，２４０円

普通馬連 ��
��

３，３７０円
２，１５０円 馬 単 ��

��
６，９６０円
４，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】

��
��

１，９９０円
１，５６０円 �� ２，１１０円

３ 連 複 ��� １８，１００円 ３ 連 単 ���
���

７１，４８０円
５７，８４０円

票 数

単勝票数 計 ５７９５１８ 的中 � ３３１０１（５番人気）
複勝票数 計 ８４７４８９ 的中 � ６８５８２（５番人気）� ３８６９７（７番人気）� ７９５５９（３番人気）
枠連票数 計 ４４８７７５ 的中 （３－４） １５４３９（８番人気）（３－５） １３３６３（９番人気）
普通馬連票数 計１６５４４５７ 的中 �� １８００９（２５番人気）�� ２８５９５（１４番人気）
馬単票数 計１０３５３１８ 的中 �� ５４７３（４５番人気）�� ８６１９（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６００７３１ 的中 �� ７４１０（２１番人気）�� ９５９９（１５番人気）�� ６９９５（２４番人気）
３連複票数 計１９５４６８８ 的中 ��� ７９７４（６０番人気）
３連単票数 計３４０５５７３ 的中 ��� １７５８（４１８番人気） ��� ２１７３（３４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３６．２―４８．９―１：０１．５―１：１３．７―１：２５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴィアンクレール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１０．８．２８ 札幌１０着

２００８．１．２５生 牡３黒鹿 母 ダークエンディング 母母 Dark Champagne ５戦３勝 賞金 ３２，１９２，０００円
〔調教再審査〕 ブラウンワイルド号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラウンワイルド号は，平成２３年３月１９日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０３０８２ ２月１９日 晴 良 （２３東京１）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�アメジストステークス

発走１５時１０分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．２．２０以降２３．２．１４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

３３ � タッチミーノット 牡５黒鹿５６ 三浦 皇成吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４９４± ０２：０４．５ ４．５�

８１３ ダノンスパシーバ 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４９８－ ６２：０４．６� ３．９�
６９ � ウォークラウン 牡５鹿 ５５ 後藤 浩輝加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates ５１８－ ６ 〃 クビ １５．５�
７１１ レインスティック 牡４栗 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４５２＋１８２：０４．８１ ５６．１�
８１４ シ グ ナ リ オ 牡７栗 ５６ F．ベリー 齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ２ 〃 ハナ ５５．３�
（愛）

４６ ミカエルビスティー 牡４黒鹿５６ U．リスポリ備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２２：０４．９	 ２．３	
（伊）

５７ デンコウオクトパス 牡４鹿 ５５ 松岡 正海田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４４０－ ４２：０５．０	 １２．５

２２ クリスタルウイング 牡６鹿 ５６ A．クラストゥス 山本 英俊氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５０４－ ２２：０５．３２ ３７．０�

（仏）

６１０ ダイバーシティ 牡６鹿 ５６ 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４６４－ ２ 〃 ハナ ２９．５�
（大井）

７１２ ブルースターキング 牡５黒鹿５６ 田辺 裕信 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４７０－ ６２：０５．４クビ ５１．５
５８ レインフォーレスト 牡５芦 ５７ M．デムーロ松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４６８－ ８ 〃 ハナ ２６．４�

（伊）

３４ エイシンフレンチ 牡６栗 ５４ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B５２４－ ４ 〃 クビ ８５．１�

４５ ド ッ ト コ ム 牡６鹿 ５５ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８２－ ４２：０５．５クビ ７４．５�
１１ アイティトップ 牡６鹿 ５３ 江田 照男一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ５０２＋ ２２：０６．０３ １５１．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４９，９９１，２００円 複勝： ８３，２９５，４００円 枠連： ３７，４５８，２００円

普通馬連： １７８，６９４，５００円 馬単： １０２，０２２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，４７８，７００円

３連複： １９３，７７６，６００円 ３連単： ３７０，６６９，６００円 計： １，０７４，３８６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ３２０円 枠 連（３－８） ８８０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ７８０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ３，５４０円 ３ 連 単 ��� １５，４１０円

票 数

単勝票数 計 ４９９９１２ 的中 � ８９３２３（３番人気）
複勝票数 計 ８３２９５４ 的中 � １３６２８９（３番人気）� １６７５９２（２番人気）� ５５２０１（５番人気）
枠連票数 計 ３７４５８２ 的中 （３－８） ３１５１８（４番人気）
普通馬連票数 計１７８６９４５ 的中 �� １３２６９１（３番人気）
馬単票数 計１０２０２２５ 的中 �� ３６９５８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８４７８７ 的中 �� ３５２９９（３番人気）�� １８０６１（７番人気）�� １５２５１（９番人気）
３連複票数 計１９３７７６６ 的中 ��� ４０４０９（９番人気）
３連単票数 計３７０６６９６ 的中 ��� １７７６３（３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．８―２６．４―３９．４―５２．４―１：０５．４―１：１８．１―１：３１．０―１：４２．１―１：５３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．４―３F３３．５

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

勝馬の
紹 介

�タッチミーノット �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Mr. Prospector

２００６．４．２０生 牡５黒鹿 母 タッチフォーゴールド 母母 Daijin １２戦４勝 賞金 ６９，９２０，０００円
初出走 JRA

※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） ６頭 ゴールディーロック号・テラノファントム号・ドリームゴスペル号・ドリームノクターン号・バシレウス号・

ワルキューレ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０３０８３ ２月１９日 晴 良 （２３東京１）第７日 第１１競走 ��
��３，４００�第６１回ダイヤモンドステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左）

４歳以上，２２．２．２０以降２３．２．１４まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ２，０５０，０００
２，０５０，０００

円
円

付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

３：２９．４
３：２９．４

良

良

２４ � コスモメドウ 牡４鹿 ５３ A．クラストゥス �ビッグレッドファーム 畠山 重則 愛 Abergwaun
Farms ４６６－ ２３：３１．９ ６．７�

（仏）

４７ コスモヘレノス 牡４鹿 ５６ F．ベリー �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５１６－ ２３：３２．２２ ８．０�
（愛）

７１４ キタサンアミーゴ 牡５栗 ５４ 安藤 勝己�大野商事 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４４± ０３：３２．４１� ８．９�
８１６ ビートブラック 牡４青 ５５ M．デムーロ前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１４－ ８３：３２．５クビ ４．６�

（伊）

４８ ゲシュタルト 牡４鹿 ５６ 池添 謙一畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ５０２－ ４３：３２．８１� １３．１�
７１３ モンテクリスエス 牡６鹿 ５６ 戸崎 圭太毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 B５４２－１０ 〃 同着 ８．４�

（大井）

５９ アースシンボル 牝６鹿 ５２ 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 三石 城地 清満 ４７６＋１２３：３３．３３ ４４．０	
２３ スノークラッシャー 牡６栃栗５５ 松岡 正海齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４５２＋１２ 〃 ハナ ９．９

３６ ビービーファルコン 	７鹿 ５４ 北村 宏司�坂東牧場 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４６０＋ ８３：３３．８３ ３８．９�
３５ アルコセニョーラ 牝７黒鹿５３ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３４－ ４３：３４．３３ ８８．９�
５１０ イケドラゴン 牡６栗 ５２ 丸山 元気池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５４０± ０ 〃 クビ ２４．０
１１ ミヤビランベリ 牡８栗 ５８ 吉田 隼人村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４９６± ０３：３５．０４ ７．０�
１２ エーティーボス 	７鹿 ５２ 村田 一誠荒木 徹氏 湯窪 幸雄 静内 伊藤 敏明 ４６６－ ４３：３５．１クビ ７２．１�
８１５ シャインモーメント 牡６栗 ５３ 後藤 浩輝�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８６－ ４ 〃 クビ ６９．３�
６１２ キングトップガン 牡８鹿 ５１ 吉田 豊池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５０８－１０３：３５．２クビ ２２１．６�
６１１ スリーオリオン 牡６栗 ５５ U．リスポリ永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 ４５６－ ２３：３５．８３� １１．７�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９８，４９１，１００円 複勝： １７４，５４０，１００円 枠連： １２０，４３３，８００円

普通馬連： ５６０，８３３，５００円 馬単： ２５７，２４０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８１，０６０，３００円

３連複： ８１９，５９７，８００円 ３連単： １，３６７，３９５，２００円 計： ３，５７９，５９２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２８０円 � ３１０円 � ３４０円 枠 連（２－４） １，０２０円

普通馬連 �� ２，０８０円 馬 単 �� ４，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� １，２６０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ７，７７０円 ３ 連 単 ��� ４１，７４０円

票 数

単勝票数 計 ９８４９１１ 的中 � １１６８２３（２番人気）
複勝票数 計１７４５４０１ 的中 � １７４８６５（３番人気）� １４８０７０（６番人気）� １３２３４２（８番人気）
枠連票数 計１２０４３３８ 的中 （２－４） ８７２７１（４番人気）
普通馬連票数 計５６０８３３５ 的中 �� １９９３４７（３番人気）
馬単票数 計２５７２４０７ 的中 �� ４３６１９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８１０６０３ 的中 �� ６４９８０（１番人気）�� ３４９５８（１６番人気）�� ２６４７５（２６番人気）
３連複票数 計８１９５９７８ 的中 ��� ７７９３８（２３番人気）
３連単票数 計１３６７３９５２ 的中 ��� ２４１７８（１２１番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．３―１２．５―１２．６―１２．０―１２．６―１２．０―１３．０―１２．９―１２．９―１２．７―１３．０―１２．６―１２．２―１１．３―１１．９
―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� ２，４００�
１３．３―２５．６―３８．１―５０．７―１：０２．７―１：１５．３―１：２７．３―１：４０．３―１：５３．２―２：０６．１―２：１８．８―２：３１．８

２，６００� ２，８００� ３，０００� ３，２００�
―２：４４．４―２：５６．６―３：０７．９―３：１９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�コスモメドウ �
�
父 King’s Best �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．１２．２０ 中山５着

２００７．５．１４生 牡４鹿 母 Angel of The Gwaun 母母 Ballerina １４戦５勝 賞金 １０４，４６２，０００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 エジソン号・ピエナグッドラック号・メイショウドンタク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０３０８４ ２月１９日 晴 稍重 （２３東京１）第７日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

１１ タイセイワイルド 牡４鹿 ５７ 丸山 元気田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４８２－ ４１：２５．９ ３３．５�

６１１ タマモスクワート 牡６鹿 ５７ 村田 一誠タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ５０８± ０１：２６．４３ ８．４�
２３ テクニカルラン 牝５鹿 ５５ F．ベリー 吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４２８＋ ６ 〃 アタマ １５．９�

（愛）

６１２ ブレーヴゴールド 牡５青鹿５７ 幸 英明磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４５２－ ４１：２６．６１� ２１．４�
５１０ ア イ ノ カ ゼ 牡６鹿 ５７

５４ ▲平野 優丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ５０４＋ ４ 〃 ハナ ２５．２�
４７ タイキブルース 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�大樹ファーム 後藤 由之 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４７２－ ４ 〃 ハナ ５．５	
５９ ジャズピアノ 牡４黒鹿５７ M．デムーロ加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６２－ ８１：２６．７� １．９


（伊）

７１３	 ガルビスティー 牡４鹿 ５７ 北村 宏司備前島敏子氏 矢作 芳人 愛 Janus Blood-
stock Inc ４８８＋ ４１：２６．８クビ １０．９�

８１５ エフティフローラ 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：２６．９
 ７２．８�
７１４	 エ イ ワ ナ ギ 牡８鹿 ５７

５５ △伊藤 工真永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. ５５０＋２４１：２７．１１� １１０．２

１２ シルクミライ 牝４黒鹿５５ 吉田 豊有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４６４－ ２１：２７．８４ ３２．８�
３５ � トウショウレリーフ 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹藤田 衛成氏 阿部 新生 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９０－ ６ 〃 アタマ １１２．４�
８１６ クラッカージャック 牡７鹿 ５７ 戸崎 圭太齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９４± ０ 〃 アタマ ８４．９�

（大井）

４８ � ヌ ー サ 牡８栗 ５７ 丸田 恭介モナコ商事� 坂本 勝美 浦河 �桁牧場 B４６４± ０１：２８．０
 ４６．１�
３６ アグネススペクトル 牝４栗 ５５ 柴田 善臣渡辺 孝男氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４５０＋ ６１：２８．４２� ２２．８�
２４ コ ス モ レ ニ 牝４黒鹿５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 石原牧場 ４５０－ ６１：３０．１大差 ８４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５５，１９０，９００円 複勝： ８０，３５５，２００円 枠連： ４８，０２９，１００円

普通馬連： １７４，０４３，０００円 馬単： １０８，９６６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６７，５９１，２００円

３連複： ２１６，４７０，１００円 ３連単： ４１８，３２８，３００円 計： １，１６８，９７４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３５０円 複 勝 � ８１０円 � ２３０円 � ３８０円 枠 連（１－６） ２，９００円

普通馬連 �� １０，９１０円 馬 単 �� ２６，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０９０円 �� ６，４１０円 �� １，９３０円

３ 連 複 ��� ５５，３８０円 ３ 連 単 ��� ４０３，０４０円

票 数

単勝票数 計 ５５１９０９ 的中 � １２９９２（１０番人気）
複勝票数 計 ８０３５５２ 的中 � ２２７１８（１０番人気）� １０６４１５（３番人気）� ５４４６３（５番人気）
枠連票数 計 ４８０２９１ 的中 （１－６） １２２３８（１１番人気）
普通馬連票数 計１７４０４３０ 的中 �� １１７７５（３３番人気）
馬単票数 計１０８９６６３ 的中 �� ３０５５（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６７５９１２ 的中 �� ５３７８（３２番人気）�� ２５６３（５９番人気）�� ８７７９（１８番人気）
３連複票数 計２１６４７０１ 的中 ��� ２８８５（１４０番人気）
３連単票数 計４１８３２８３ 的中 ��� ７６６（８７１番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１２．１―１２．５―１２．１―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．０―２４．８―３６．９―４９．４―１：０１．５―１：１３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．５
３ １，１５，１６（４，８）（９，１４）２（７，１２）（３，１１）（５，６，１０）１３ ４ １，１５，１６，１４（４，９，１２，１１）（３，８）（７，１０）２（１３，５，６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００９．７．１９ 新潟３着

２００７．４．１６生 牡４鹿 母 ノベンバースルー 母母 November Snow １６戦３勝 賞金 ３５，０２９，０００円
〔発走状況〕 トウショウレリーフ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。発走時刻１分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トウショウレリーフ号は，平成２３年２月２０日から平成２３年３月２１日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔その他〕 ヌーサ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヌーサ号は，平成２３年３月１９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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ノボレインボー号
（非抽選馬） ４頭 シリコンフォレスト号・トーセンベルファム号・マジックモーメント号・リュシオル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（２３東京１）第７日 ２月１９日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２７４，２７０，０００円
３，２２０，０００円
１９，１５０，０００円
１，９２０，０００円
２６，０００，０００円
１４６，０００円
１４６，０００円

６５，２２２，５００円
５，５６０，２００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
４４７，８７１，２００円
７４２，９９６，３００円
４２３，３６３，８００円
１，６２０，６３４，４００円
９３７，７１３，０００円
５９９，３１０，７００円
２，１２８，０６５，３００円
３，６１５，９８９，２００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
計 １０，５１５，９４３，９００円

総入場人員 ３０，１１７名 （有料入場人員 ２８，８４０名）


