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03061 2月10日 晴 良 （25東京1）第6日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

59 ナムラビジン 牝3鹿 54 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 468＋141：27．6 1．6�
47 アポロレジーナ 牝3鹿 54 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 474－ 21：28．66 4．1�
611 タイセイゼニス 牝3黒鹿54 岩田 康誠田中 成奉氏 武藤 善則 日高 藤本ファーム 454－ 21：28．81 16．7�
23 プレシャスデイズ 牝3栗 54 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 424－ 8 〃 アタマ 25．0�
12 アルマディヴァン 牝3栗 54 松岡 正海コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 474－10 〃 アタマ 11．2�
816 ウイッチワンド 牝3黒鹿54 江田 照男北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 友田牧場 420－ 21：28．9� 71．2	
815 シュテルンブルーメ 牝3鹿 54 G．ブノワ �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 496＋ 61：29．21� 59．6


（仏）

24 ナ ト ゥ ー ラ 牝3鹿 54 田中 博康 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 日高 オリオンファーム 444＋101：29．3� 343．7�

48 マザーズアイ 牝3栗 54 吉田 豊西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 456－ 2 〃 アタマ 51．7�
612 アワードリング 牝3栗 54 柴田 善臣 サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 426± 0 〃 クビ 18．5�
36 ハッピードライブ 牝3鹿 54 蛯名 正義 キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 444－ 41：29．4� 39．3�
510 デルマハヤブサ 牝3青鹿54 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 436＋181：29．72 345．0�
713 セプテンバーローズ 牝3芦 54 田中 勝春グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 426－ 21：30．33� 30．3�
35 ムーンスケイプ 牝3鹿 54 W．ビュイック 有限会社シルク尾関 知人 安平 ノーザンファーム 446－101：30．51� 57．3�

（英）

11 ヘイブンズギフト 牝3栗 54 柴田 大知 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 440－ 41：30．71 123．2�
714 メニーナドソル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 420＋101：33．6大差 507．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，336，000円 複勝： 64，684，900円 枠連： 14，985，400円
馬連： 54，691，900円 馬単： 45，674，200円 ワイド： 27，654，000円
3連複： 72，838，500円 3連単： 137，333，100円 計： 442，198，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 270円 枠 連（4－5） 250円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 150円 �� 430円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 2，430円

票 数

単勝票数 計 243360 的中 � 121342（1番人気）
複勝票数 計 646849 的中 � 380212（1番人気）� 102737（2番人気）� 23791（5番人気）
枠連票数 計 149854 的中 （4－5） 44662（1番人気）
馬連票数 計 546919 的中 �� 153341（1番人気）
馬単票数 計 456742 的中 �� 100037（1番人気）
ワイド票数 計 276540 的中 �� 66262（1番人気）�� 13353（3番人気）�� 8548（9番人気）
3連複票数 計 728385 的中 ��� 51514（3番人気）
3連単票数 計1373331 的中 ��� 41824（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．7―50．0―1：03．1―1：14．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラビジン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 フオテイテン デビュー 2012．11．4 東京11着

2010．6．1生 牝3鹿 母 ナムラキャサリン 母母 フ ェ ナ 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メニーナドソル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月10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 ダイワマザーランド号・フライングマオ号・リゾートラヴ号
※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。

03062 2月10日 晴 良 （25東京1）第6日 第2競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走10時40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

713 ジャーラベンナ 牡3栗 56 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 490＋ 42：17．2 6．0�
47 フュージリア 牡3青鹿56 横山 典弘吉田 和子氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 2 〃 ハナ 3．0�
12 トキメキボーイ 牡3黒鹿56 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 452－ 22：17．51� 15．4�
11 キネオハレー 牡3鹿 56 蛯名 正義ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 B490－ 4 〃 クビ 3．2�
815 フクノカストル 牡3黒鹿56 岩部 純二福島 実氏 萱野 浩二 新ひだか 中田 浩美 470＋ 22：18．88 72．3�
24 ニコットサンキュー 牡3栗 56 G．ブノワ 南 	幸氏 大和田 成 浦河 久保 昇 500＋ 62：18．9クビ 77．9


（仏）

48 シンボリジャズ 牡3鹿 56 田辺 裕信シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 480－ 22：19．0� 5．0�
611 アフターダークネス 牡3栗 56 吉田 隼人芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 大柳ファーム 514＋ 62：19．1クビ 151．7�
23 ヒストリアドリーム 牝3鹿 54 岩田 康誠嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B446－102：19．63 24．9
59 グリーティングワン 牡3黒鹿 56

54 △嶋田 純次井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B428－ 42：19．7� 300．5�

816 マコトオンディーヌ 牝3鹿 54 中谷 雄太尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 506－ 62：20．44 309．5�
510 ブラックテラー 牡3栗 56 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 石川 栄一 474± 02：20．61� 487．0�
35 ゴールドライト 牡3栗 56 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム B502－ 22：20．7� 15．2�
714 ハタノブリンデ 牡3栗 56 柴田 大知 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B434＋ 22：21．12� 215．6�
36 セイカスプレンダー 牝3鹿 54 田中 勝春久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 500＋ 62：22．27 212．9�
612 ウェンディシチー 牝3栗 54 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 新ひだか 出羽牧場 480－ 42：24．4大差 68．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，010，500円 複勝： 35，940，600円 枠連： 15，824，400円
馬連： 56，031，400円 馬単： 39，122，200円 ワイド： 25，165，100円
3連複： 69，520，100円 3連単： 118，936，000円 計： 381，550，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 160円 � 310円 枠 連（4－7） 670円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 410円 �� 680円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 14，410円

票 数

単勝票数 計 210105 的中 � 27859（4番人気）
複勝票数 計 359406 的中 � 40911（4番人気）� 76157（2番人気）� 25506（6番人気）
枠連票数 計 158244 的中 （4－7） 17643（2番人気）
馬連票数 計 560314 的中 �� 39484（4番人気）
馬単票数 計 391222 的中 �� 10762（9番人気）
ワイド票数 計 251651 的中 �� 16144（4番人気）�� 8756（10番人気）�� 12576（6番人気）
3連複票数 計 695201 的中 ��� 17286（11番人気）
3連単票数 計1189360 的中 ��� 6092（48番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―13．2―13．6―13．4―13．6―13．5―13．4―13．1―12．5―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．3―31．5―45．1―58．5―1：12．1―1：25．6―1：39．0―1：52．1―2：04．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャーラベンナ �
�
父 アルカセット �

�
母父 カリズマティック デビュー 2012．12．22 中山12着

2010．3．1生 牡3栗 母 シークレットソング 母母 シークレッツトールド 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウェンディシチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月10日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カツトシクン号
（非抽選馬） 1頭 ハナズハント号
※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６日



03063 2月10日 晴 良 （25東京1）第6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）
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
1：34．4
1：33．3

重
良

816 ディアグリスター 牡3鹿 56 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 464± 01：40．8 3．1�
47 サンマルスピリット 牡3鹿 56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 494＋ 41：40．9� 13．5�
714 ヤマニンビルトゥズ 牡3鹿 56 江田 照男土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 494± 01：41．0� 16．0�
815 ニューワールド 牡3鹿 56 松岡 正海近藤 英子氏 小島 茂之 浦河 辻 牧場 498－ 61：41．63� 20．3�
713 ブルーローズ 牡3鹿 56 村田 一誠青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 458± 01：41．7クビ 5．2�
12 アサクサベルーガ 牡3黒鹿56 W．ビュイック 田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456－ 21：41．91	 3．4�

（英）

59 マキャヴェッリ 牡3栗 56 岩部 純二伊達 敏明氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン
牧場 448－ 6 〃 ハナ 227．7	

612 ドラゴンブラザーズ 牡3鹿 56 北村 宏司窪田 康志氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 486± 01：42．32� 9．3

510 デ ル マ ベ ム 牡3栗 56

53 ▲平野 優浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 446＋ 21：42．51� 536．0�
23 セイウンコダシ 牡3栗 56

54 △嶋田 純次西山 茂行氏 菅原 泰夫 浦河 高昭牧場 B456± 0 〃 ハナ 176．8�
35 スキルアップ 牡3黒鹿56 田中 勝春石川 達絵氏 田中 剛 新ひだか 斉藤スタッド 500＋ 41：42．82 88．9
11 メ イ ラ ー ド 牡3栗 56 蛯名 正義 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 474＋101：43．01	 32．1�
24 アズマクリスエス 牡3鹿 56 三浦 皇成東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 494－ 21：43．21	 46．3�
36 
 アレックスキッド �3栗 56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高木 登 米

Whispering Oaks
Farm & Afleet
Alex Syndicate

472± 01：43．3クビ 43．3�
611 マイネルオルカーン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 460± 0 〃 クビ 19．7�
48 ローレルナガバナシ 牡3栗 56 津村 明秀 �ローレルレーシング 清水 英克 浦河 グランデファーム 460＋ 21：45．0大差 150．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，261，200円 複勝： 37，779，700円 枠連： 18，934，500円
馬連： 58，935，000円 馬単： 35，993，700円 ワイド： 25，642，200円
3連複： 72，998，600円 3連単： 113，220，200円 計： 386，765，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 360円 � 370円 枠 連（4－8） 1，710円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 600円 �� 880円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 6，400円 3 連 単 ��� 27，000円

票 数

単勝票数 計 232612 的中 � 59204（1番人気）
複勝票数 計 377797 的中 � 72402（2番人気）� 24751（5番人気）� 23530（6番人気）
枠連票数 計 189345 的中 （4－8） 8219（7番人気）
馬連票数 計 589350 的中 �� 23933（5番人気）
馬単票数 計 359937 的中 �� 8548（10番人気）
ワイド票数 計 256422 的中 �� 11012（5番人気）�� 7252（8番人気）�� 3064（25番人気）
3連複票数 計 729986 的中 ��� 8423（21番人気）
3連単票数 計1132202 的中 ��� 3095（73番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．6―13．1―13．4―12．5―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―37．1―50．2―1：03．6―1：16．1―1：28．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアグリスター �
�
父 テレグノシス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．6．2 東京4着

2010．3．29生 牡3鹿 母 ストームイメージ 母母 スーパードレス 7戦1勝 賞金 8，850，000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） 2頭 ティアップサニー号・ハイランドコンドル号
（非抽選馬） 4頭 エッフェル号・オリオンザミラクル号・ベールグリーン号・マイネルガリオン号
※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。

03064 2月10日 晴 良 （25東京1）第6日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時40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
1：56．1
1：56．1

良
良

11 マクベスバローズ 牡3黒鹿56 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 466－ 42：01．9 2．6�
712 ヒカルエリントン 牡3鹿 56 岩田 康誠髙橋 京子氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 536－ 2 〃 クビ 2．4�
45 エルカスティーヨ 牡3芦 56 嘉藤 貴行有限会社シルク佐藤 吉勝 新ひだか 飯岡牧場 B478＋ 22：02．21� 116．0�
813 シンクロニシティ 牝3黒鹿54 江田 照男�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 470－ 62：02．3� 28．8�
22 アルファアリア 牝3鹿 54 梶 晃啓�貴悦 田村 康仁 新冠 秋田牧場 432± 02：02．83 18．7	
34 マイネルサンオペラ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 460－ 22：02．9� 5．8

69 シャンピオナ 牝3栃栗54 G．ブノワ �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 466± 02：03．0クビ 24．5�

（仏）

33 バーボンシーダー 牡3鹿 56 田辺 裕信杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 440＋ 42：03．1� 18．9�
46 エーブドラエモン 牡3鹿 56 的場 勇人 �レーシングホース

ジャパン 清水 英克 新ひだか 出羽牧場 454＋ 22：03．31� 207．7
814 アズマワンダー 牡3栗 56 三浦 皇成東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 442－ 62：03．61� 18．5�
57 トラストハック 牝3青 54 吉田 豊菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 北星村田牧場 422－182：04．45 348．8�
58 トウカイアンコール 牝3黒鹿 54

52 △嶋田 純次内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 458＋182：04．61� 96．6�
711 ロマネクイーン 牝3鹿 54 武士沢友治村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 448＋ 62：05．55 486．6�
610 ドクタールキア 牝3鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 454＋ 8 （競走中止） 130．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，007，400円 複勝： 33，894，500円 枠連： 16，159，500円
馬連： 59，010，200円 馬単： 43，237，800円 ワイド： 26，036，300円
3連複： 71，839，200円 3連単： 139，293，200円 計： 414，478，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 120円 � 1，750円 枠 連（1－7） 300円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 170円 �� 4，700円 �� 3，940円

3 連 複 ��� 11，150円 3 連 単 ��� 33，540円

票 数

単勝票数 計 250074 的中 � 76530（2番人気）
複勝票数 計 338945 的中 � 70523（2番人気）� 110132（1番人気）� 2629（11番人気）
枠連票数 計 161595 的中 （1－7） 40606（1番人気）
馬連票数 計 590102 的中 �� 161633（1番人気）
馬単票数 計 432378 的中 �� 55212（2番人気）
ワイド票数 計 260363 的中 �� 56319（1番人気）�� 1073（36番人気）�� 1285（33番人気）
3連複票数 計 718392 的中 ��� 4756（27番人気）
3連単票数 計1392932 的中 ��� 3065（96番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．9―12．7―13．1―12．8―12．3―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．1―48．8―1：01．9―1：14．7―1：27．0―1：38．6―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マクベスバローズ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cryptoclearance デビュー 2012．11．10 東京5着

2010．4．25生 牡3黒鹿 母 トップチョイス 母母 Her Secret 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ドクタールキア号は，発走後に異常歩様となったため2コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 ドクタールキア号は，発走後に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノチョモラーリ号・テワヒポウナム号
※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。



03065 2月10日 晴 良 （25東京1）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・左）
新馬；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
1：31．3
1：30．7

良
良

612 サクラプレジール 牝3青 54 三浦 皇成�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 488 ―1：37．2 4．3�
713 クラウンマイスター 牡3青鹿56 田辺 裕信矢野 悦三氏 菊川 正達 青森 佐々木牧場 494 ―1：37．41� 8．0�
47 エ グ ゼ ビ ア 牡3黒鹿56 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 528 ―1：37．5� 2．4�
816 キッズラルナ 牡3黒鹿56 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 444 ―1：37．81	 13．6�
24 ブライトチェリー 牝3芦 54 吉田 隼人 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 454 ―1：38．01� 24．8	
12 カフェシリウス 牡3鹿 56 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 新冠 須崎牧場 496 ― 〃 クビ 21．2

59 カ ド リ ー ユ 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 460 ―1：38．1� 52．2�
611 ティリアンパープル 牝3鹿 54 吉田 豊飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：38．2	 170．4
714
 ストライクルート 牝3栗 54 W．ビュイック �キャロットファーム 須貝 尚介 米 Shadai Cor-

poration 416 ― 〃 ハナ 4．6�
（英）

48 ダンシングイレーネ 牝3黒鹿54 津村 明秀 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 478 ―1：38．3	 187．9�
510 プラスティックボム 牡3鹿 56 G．ブノワ Him Rock Racing 斎藤 誠 浦河 丸幸小林牧場 498 ―1：38．51� 41．1�

（仏）

815 タカトーエルザー 牝3鹿 54 武士沢友治斉藤 等氏 本間 忍 新ひだか 和田牧場 476 ―1：39．03 228．4�
11 フィリグリー 牝3鹿 54 柴田 善臣 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 404 ―1：39．1	 41．6�
23 ピンクショットガン 牝3黒鹿54 村田 一誠 Him Rock Racing 根本 康広 新冠 川上牧場 462 ―1：39．2� 96．7�
36 リビエールブルー 牝3鹿 54 田中 博康本間 茂氏 柴田 政人 新冠 村上牧場 438 ―1：39．41� 233．6�
35 シンボリジャイブ 牡3芦 56 嘉藤 貴行シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 464 ―1：39．61� 154．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，288，700円 複勝： 35，984，700円 枠連： 17，189，800円
馬連： 57，350，300円 馬単： 39，281，100円 ワイド： 23，956，700円
3連複： 63，142，500円 3連単： 110，010，000円 計： 373，203，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 190円 � 120円 枠 連（6－7） 680円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 480円 �� 250円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 9，400円

票 数

単勝票数 計 262887 的中 � 48516（2番人気）
複勝票数 計 359847 的中 � 57292（2番人気）� 40632（4番人気）� 108330（1番人気）
枠連票数 計 171898 的中 （6－7） 18906（3番人気）
馬連票数 計 573503 的中 �� 28432（6番人気）
馬単票数 計 392811 的中 �� 10513（10番人気）
ワイド票数 計 239567 的中 �� 11378（5番人気）�� 26039（1番人気）�� 16454（3番人気）
3連複票数 計 631425 的中 ��� 36631（2番人気）
3連単票数 計1100100 的中 ��� 8637（21番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．4―12．8―13．0―12．0―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―37．0―49．8―1：02．8―1：14．8―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラプレジール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2010．3．14生 牝3青 母 サクラプレステージ 母母 サクラクレアー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ブライトチェリー号の騎手吉田隼人は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・11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） 3頭 ネオヴァンデロア号・ライドンシャフト号・ロザーナ号
※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。

03066 2月10日 晴 良 （25東京1）第6日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （ダート・左）

新馬；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
1：34．4
1：33．3

重
良

35 エアロブンバ 牡3栗 56 田中 勝春 �ラッキーフィールド田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 484 ―1：40．8 8．2�
23 ガ チ 牡3黒鹿56 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 528 ―1：40．9� 43．8�
714 カーティスバローズ 牡3鹿 56 蛯名 正義猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 494 ―1：41．11� 11．2�
713 モンサンデューン 牡3鹿 56 武士沢友治山下 新一氏 菊沢 隆徳 むかわ 桑原牧場 472 ―1：41．41� 122．0�
36 ニューキングダム 牡3鹿 56 W．ビュイック �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 540 ―1：41．5� 2．7	

（英）

47 トウショウブロンコ 牡3黒鹿56 柴田 大知トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 486 ―1：41．71� 22．6

612 ルルドノヒトミ 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �キャロットファーム 小笠 倫弘 洞爺湖 メジロ牧場 504 ―1：41．91� 12．4�
24 カシマトウヨウ 牡3鹿 56 吉田 豊松浦 一久氏 松山 康久 茨城 栗山 道郎 512 ―1：42．0� 95．8�
611 コ ラ ム 牡3栗 56 津村 明秀本間 茂氏 相沢 郁 新冠 森 牧場 452 ― 〃 ハナ 28．9
11 クリアプロフィット 牡3鹿 56 田辺 裕信安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 492 ―1：42．42� 19．0�
510 ローランズソング 牡3栗 56 北村 宏司有限会社シルク栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 522 ―1：42．6� 49．7�
815 コンラッドヘンケル 牡3芦 56 梶 晃啓吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 522 ―1：42．81� 3．2�
816 ダウティーナイト 牡3鹿 56 松岡 正海吉田 和子氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516 ―1：43．11� 16．7�
59 バトルカイオウ 牡3栗 56

53 ▲平野 優宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 西村 和夫 476 ―1：43．52� 145．8�
48 マスアルコバン 牡3栗 56

53 ▲山崎 亮誠上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 412 ―1：44．45 330．8�
12 コンクエスト 牡3鹿 56 木幡 初広古賀 和夫氏 和田 正道 浦河 宮内牧場 518 ―1：46．6大差 75．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，899，500円 複勝： 38，705，000円 枠連： 21，122，100円
馬連： 59，805，800円 馬単： 39，700，500円 ワイド： 26，342，100円
3連複： 68，117，500円 3連単： 110，740，600円 計： 390，433，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 280円 � 1，220円 � 330円 枠 連（2－3） 3，100円

馬 連 �� 17，120円 馬 単 �� 29，250円

ワ イ ド �� 4，810円 �� 1，300円 �� 4，400円

3 連 複 ��� 46，940円 3 連 単 ��� 280，850円

票 数

単勝票数 計 258995 的中 � 25059（3番人気）
複勝票数 計 387050 的中 � 39937（3番人気）� 7176（11番人気）� 32527（4番人気）
枠連票数 計 211221 的中 （2－3） 5038（12番人気）
馬連票数 計 598058 的中 �� 2579（42番人気）
馬単票数 計 397005 的中 �� 1002（77番人気）
ワイド票数 計 263421 的中 �� 1328（47番人気）�� 5145（14番人気）�� 1453（42番人気）
3連複票数 計 681175 的中 ��� 1071（121番人気）
3連単票数 計1107406 的中 ��� 291（672番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．4―49．2―1：02．8―1：16．0―1：28．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．6―3F38．0
3 ・（2，5）6，15，7，16（9，14）－12（4，10）13，8－11－3－1 4 ・（2，5）6（7，15）16，9（10，14）（4，13，12）（8，11）3，1

勝馬の
紹 介

エアロブンバ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2010．4．23生 牡3栗 母 エアディケム 母母 エアパッション 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 エムズフォルテ号・オリオンザムーン号・グットオーメン号・ダブルウォー号・ツクバローレル号・

バトルスプレンダー号・ブライトマーサ号・メテオーラビアンカ号・リネンコゾウ号・ルイジアナビバップ号・
レイキッシュボーイ号・ロサレヴィガータ号

※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。



03067 2月10日 晴 良 （25東京1）第6日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （芝・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
1：19．6
1：19．0

良
良

36 インパルスヒーロー 牡3鹿 56 田中 勝春佐々木完二氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504＋ 81：22．7 3．2�
24 コスモリープリング 牝3鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新ひだか へいはた牧場 480－ 41：22．91� 13．1�
11 カシノピカチュウ 牡3鹿 56 岩田 康誠柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 464± 01：23．0� 5．8�
47 � アステールネオ 牝3栗 54 石崎 隆之鈴木 伸昭氏 佐藤 賢二 新ひだか 静内山田牧場 462－ 4 〃 クビ 10．9�

（船橋） （船橋）

59 ハブアストロール 牡3鹿 56 北村 宏司スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか マークリ牧場 514± 01：23．21 46．9�
12 マイネモントル 牝3青鹿54 G．ブノワ 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新ひだか 城地 清満 424＋ 4 〃 クビ 47．8

（仏）

23 トルークマクト 牡3鹿 56 柴田 大知�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 448＋ 4 〃 ハナ 49．9�
510 サクラグランレーヴ 牡3鹿 56 三浦 皇成	さくらコマース久保田貴士 新ひだか 新和牧場 456± 01：23．3� 7．3�
48 ワキノキセキ 牡3黒鹿56 蛯名 正義脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント

ファーム 470－ 21：23．61	 5．3
714 アポロオラクル 牡3鹿 56 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 436＋ 2 〃 ハナ 17．4�
611
 ハカタドンタク 牡3栗 56

54 △嶋田 純次小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 伊藤 敏明 502＋ 11：23．7	 40．1�
815 ジョージジョージ 牡3栗 56 吉田 豊北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 452－ 4 〃 クビ 29．8�
713 コトブキゴールド 牡3鹿 56 吉田 隼人尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム 440＋ 41：23．8クビ 15．4�
816 ティンホイッスル 牝3黒鹿54 木幡 初広 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 450± 01：24．01� 120．8�
35 エバーグレーズ 牝3黒鹿54 武士沢友治 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 新ひだか ヒサイファーム 438－ 61：24．1	 35．7�
612
 マンボマーチ 牝3青鹿54 津村 明秀栗本 博晴氏 成島 英春 新ひだか グランド牧場 444－ 81：24．41	 430．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，884，000円 複勝： 46，732，100円 枠連： 22，439，300円
馬連： 84，305，200円 馬単： 48，645，500円 ワイド： 36，580，800円
3連複： 99，058，500円 3連単： 167，221，900円 計： 534，867，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 390円 � 200円 枠 連（2－3） 2，020円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 390円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 21，040円

票 数

単勝票数 計 298840 的中 � 73754（1番人気）
複勝票数 計 467321 的中 � 99388（1番人気）� 24511（8番人気）� 63036（3番人気）
枠連票数 計 224393 的中 （2－3） 8234（8番人気）
馬連票数 計 843052 的中 �� 27637（8番人気）
馬単票数 計 486455 的中 �� 9873（11番人気）
ワイド票数 計 365808 的中 �� 8316（10番人気）�� 25488（2番人気）�� 6233（16番人気）
3連複票数 計 990585 的中 ��� 18130（9番人気）
3連単票数 計1672219 的中 ��� 5868（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．6―49．0―1：00．2―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．7
3 4（6，8）1（3，5）（2，14）10，7（11，15）（13，16）9，12 4 4（6，8）1（3，5）2（10，14）（7，15）16（11，13）9，12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

インパルスヒーロー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．28 新潟2着

2010．2．27生 牡3鹿 母 クラシカルテースト 母母 ダイナクラシツク 3戦2勝 賞金 14，800，000円
※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。

03068 2月10日 晴 良 （25東京1）第6日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

24 ケイアイプログレス 牡6栃栗57 津村 明秀亀田 和弘氏 柴崎 勇 新冠 隆栄牧場 536＋241：37．7 60．2�
714 オメガスパーキング 牡4鹿 57 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B478－ 21：37．8	 2．7�
36 セ ン キ 牡4鹿 57 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 470－101：38．01
 3．5�
11 アイアイエンデバー 牡4黒鹿57 吉田 豊齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 B454－ 41：38．42� 5．5�
47 デルマエビス 牡4鹿 57 W．ビュイック 浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 464－ 6 〃 アタマ 12．4�

（英）

815 レッドジャクソン 牡4鹿 57 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 554＋ 61：38．82� 32．3	
48 リンガスクリフ 牡5栗 57 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 500＋ 21：38．9� 9．3

12 クリアザウェイ 牝5黒鹿55 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム 480－141：39．0� 13．8�
23 � ユーディドイット 牡5鹿 57 G．ブノワ 藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita 476＋ 41：39．32 43．7

（仏）

510 ボンジュールエール 牡4栗 57 三浦 皇成田中善次郎氏 高木 登 新ひだか 前川 正美 486＋26 〃 クビ 198．8�
59 ドンビザッツウェイ 牡6鹿 57 岩田 康誠田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 484－161：39．93� 41．0�
612 スリープレシャス 牡5青 57 吉田 隼人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B468＋12 〃 クビ 77．9�
713 ジャストフレンズ 牝4鹿 55 北村 宏司阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 422－ 41：40．64 164．2�
35  ベルウッドテンプウ 牡4栗 57 岩部 純二鈴木 照雄氏 中川 公成 浦河 笹島 政信 524± 01：40．91	 366．0�
816 ワイワイガヤガヤ 牡4栗 57 田辺 裕信小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 大江牧場 534± 01：41．75 37．8�
611 トーセンサイクロン 牡4黒鹿57 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 502－ 4 〃 アタマ 145．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，096，000円 複勝： 47，408，900円 枠連： 25，353，700円
馬連： 87，982，600円 馬単： 54，527，500円 ワイド： 34，278，600円
3連複： 101，426，900円 3連単： 184，201，700円 計： 563，275，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，020円 複 勝 � 790円 � 140円 � 130円 枠 連（2－7） 3，720円

馬 連 �� 8，160円 馬 単 �� 25，050円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 1，690円 �� 240円

3 連 複 ��� 6，470円 3 連 単 ��� 94，670円

票 数

単勝票数 計 280960 的中 � 3681（11番人気）
複勝票数 計 474089 的中 � 9207（11番人気）� 106155（2番人気）� 124476（1番人気）
枠連票数 計 253537 的中 （2－7） 5039（12番人気）
馬連票数 計 879826 的中 �� 7963（25番人気）
馬単票数 計 545275 的中 �� 1607（59番人気）
ワイド票数 計 342786 的中 �� 3618（25番人気）�� 4443（19番人気）�� 43525（1番人気）
3連複票数 計1014269 的中 ��� 11582（21番人気）
3連単票数 計1842017 的中 ��� 1436（232番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―12．7―13．0―12．7―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．7―34．2―46．9―59．9―1：12．6―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイプログレス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2009．6．27 阪神8着

2007．4．13生 牡6栃栗 母 ケイアイダンサー 母母 ブリーダーズフライト 30戦3勝 賞金 42，270，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キングズクエスト号
※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。



03069 2月10日 晴 良 （25東京1）第6日 第9競走 ��
��2，400�

は こ ね

箱 根 特 別
発走14時35分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

55 ブリッジクライム 牝4鹿 54 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 460± 02：25．3 4．2�
22 ラウンドロビン 牡4黒鹿56 田中 勝春諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 422－142：25．51� 4．3�
79 ショウナンバーズ 牡5鹿 57 三浦 皇成国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 512＋ 62：25．6� 5．2�
11 ジェイケイラン 牝7黒鹿55 北村 宏司小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 506± 02：25．81� 118．8�
44 ナンデヤネン 牡6青 57 吉田 豊杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 484－ 22：25．9� 32．6�
68 タイセイグルーヴィ 牡4鹿 56 蛯名 正義田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 470＋ 22：26．0� 4．4�
67 マイネルリヒト 牡4鹿 56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 472＋202：26．42� 36．8

56 ウインフロレゾン 牝4黒鹿54 松岡 正海	ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 460－ 22：26．61	 21．3�
811 ビームライフル 牡4青鹿56 岩田 康誠西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 464－ 22：26．7� 13．3�
33 アナンジュパス 牝4鹿 54 W．ビュイック 	G1レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：28．08 6．2

（英）

812 ロードアイアン 牡7鹿 57 田辺 裕信 	ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 B496＋102：28．53 100．7�
710 アルマトゥーラ 牡6芦 57 津村 明秀コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 472－ 42：28．6
 197．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，878，300円 複勝： 59，293，300円 枠連： 23，560，100円
馬連： 122，611，500円 馬単： 69，476，700円 ワイド： 40，131，900円
3連複： 127，317，300円 3連単： 255，973，900円 計： 738，243，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 180円 � 180円 枠 連（2－5） 840円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 470円 �� 460円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 8，860円

票 数

単勝票数 計 398783 的中 � 76265（1番人気）
複勝票数 計 592933 的中 � 104345（2番人気）� 88800（3番人気）� 85456（4番人気）
枠連票数 計 235601 的中 （2－5） 20740（4番人気）
馬連票数 計1226115 的中 �� 81010（6番人気）
馬単票数 計 694767 的中 �� 26095（4番人気）
ワイド票数 計 401319 的中 �� 21072（7番人気）�� 21656（5番人気）�� 21457（6番人気）
3連複票数 計1273173 的中 ��� 52474（4番人気）
3連単票数 計2559739 的中 ��� 21336（21番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．0―12．8―11．9―12．1―12．4―11．9―11．8―11．3―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．4―37．4―50．2―1：02．1―1：14．2―1：26．6―1：38．5―1：50．3―2：01．6―2：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0
1
3
7，10（4，12）2（3，11）5，6（1，9）8
9－（7，10）12（4，2）（5，11）（3，6）（1，8）

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

勝馬の
紹 介

ブリッジクライム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2012．1．5 中山1着

2009．3．6生 牝4鹿 母 リーチマイハーバー 母母 Rezagante 12戦3勝 賞金 62，487，000円
〔発走状況〕 タイセイグルーヴィ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 タイセイグルーヴィ号は，発走調教再審査。
※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。

03070 2月10日 晴 良 （25東京1）第6日 第10競走 ��
��1，400�

ひ ば り

雲雀ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

24 � セイウンジャガーズ 牡6黒鹿57 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge
Park Stud 486＋ 21：20．7 8．4�

11 ショウナンラムジ 牡4鹿 57 松岡 正海国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 502－ 61：20．8	 11．5�
35 ウエストエンド 牡5鹿 57 蛯名 正義 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B472－10 〃 クビ 4．3�
23 ヒシカツジェームス 牡6栗 57 田辺 裕信阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド 482± 01：20．9クビ 27．0�
36 アミカブルナンバー 牝4鹿 55 柴田 善臣池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 470＋12 〃 アタマ 3．8�
612 プランスデトワール 牡5芦 57 G．ブノワ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476＋ 2 〃 クビ 5．8�

（仏）

816 シルクドリーマー 牡4鹿 57 田中 勝春有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 470± 01：21．43 24．2	
47 キングオブロー 牡4鹿 57 横山 典弘池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 490± 0 〃 クビ 16．0

12 サザンスターディ 牡7鹿 57 武士沢友治南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 528－ 21：21．82
 114．3�
815 マ ス イ デ ア 牝4黒鹿55 江田 照男益田 修一氏 中野 栄治 浦河 福田牧場 438＋121：22．01 165．9�
714 クリーンエコロジー 牡5芦 57 岩田 康誠石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 500＋ 21：22．32 16．9
59 バルスピュール 牝4黒鹿55 吉田 隼人ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 466＋ 21：22．4	 222．3�
611 コスモソーンパーク 牡5青鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 41：22．61� 19．6�
510 ダンツミュータント 牡4青鹿57 木幡 初広山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 438－ 21：23．77 18．9�
713 ハングリージャック 牡6黒鹿57 W．ビュイック 吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482± 01：25．19 15．7�

（英）

（15頭）
48 ティアップゴールド 牡7鹿 57 津村 明秀田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 466－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 49，798，700円 複勝： 87，714，500円 枠連： 48，829，400円
馬連： 192，124，900円 馬単： 98，813，700円 ワイド： 66，473，600円
3連複： 229，562，000円 3連単： 405，400，300円 計： 1，178，717，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 260円 � 410円 � 180円 枠 連（1－2） 2，720円

馬 連 �� 4，020円 馬 単 �� 8，380円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 610円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 42，430円

票 数

単勝票数 差引計 497987（返還計 3637） 的中 � 47006（4番人気）
複勝票数 差引計 877145（返還計 7780） 的中 � 87520（4番人気）� 47738（5番人気）� 152439（2番人気）
枠連票数 差引計 488294（返還計 603） 的中 （1－2） 13289（12番人気）
馬連票数 差引計1921249（返還計 38257） 的中 �� 35300（14番人気）
馬単票数 差引計 988137（返還計 17999） 的中 �� 8708（29番人気）
ワイド票数 差引計 664736（返還計 17835） 的中 �� 11121（17番人気）�� 28081（4番人気）�� 14357（9番人気）
3連複票数 差引計2295620（返還計 71549） 的中 ��� 28162（14番人気）
3連単票数 差引計4054003（返還計125560） 的中 ��� 7052（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．4―46．8―57．9―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．9
3 2，5（1，6）（4，14）（7，11，13）（3，12，10）－（9，16）－15 4 2，5（1，4，6，14）（3，12，7，10，11）13，16，9－15

勝馬の
紹 介

�セイウンジャガーズ �
�
父 Footstepsinthesand �

�
母父 Barathea デビュー 2009．7．12 札幌2着

2007．3．4生 牡6黒鹿 母 Lady Miletrian 母母 Local Custom 29戦5勝 賞金 114，829，000円
〔競走除外〕 ティアップゴールド号は，馬場入場後に放馬。疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハングリージャック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月10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を表示している。

２レース目



03071 2月10日 晴 良 （25東京1）第6日 第11競走 ��
��1，800�第47回共 同 通 信 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （トキノミノル記念） （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

共同通信社賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

78 メイケイペガスター 牡3青 56 横山 典弘名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 81：46．0 5．6�

77 ゴットフリート 牡3栗 56 W．ビュイック �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 468－ 21：46．21	 4．0�
（英）

44 マイネルストラーノ 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 41：46．3	 40．8�

11 ラウンドワールド 牡3鹿 56 岩田 康誠�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444－ 21：46．4	 3．2�

22 マンボネフュー 牡3青 56 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 4 〃 クビ 4．7	
66 トウシンモンステラ 牡3黒鹿56 G．ブノワ �サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 478± 01：46．61	 86．9


（仏）

33 ザ ラ ス ト ロ 牡3鹿 57 松岡 正海高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 484± 01：46．7クビ 26．7�
810 ケイアイチョウサン 牡3黒鹿56 三浦 皇成�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 438－ 81：47．12	 15．8�
89 ク ロ ス ボ ウ 牡3黒鹿56 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 522－ 81：47．84 8．7
55 マイネルマエストロ 牡3青鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 476－ 41：48．01	 18．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 164，862，000円 複勝： 215，304，000円 枠連： 99，909，700円 馬連： 613，094，200円 馬単： 352，779，700円
ワイド： 165，500，300円 3連複： 664，065，000円 3連単： 1，633，066，800円 5重勝： 794，463，100円 計： 4，703，044，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 170円 � 750円 枠 連（7－7） 1，140円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 480円 �� 3，350円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 16，010円 3 連 単 ��� 79，330円

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

キャリーオーバー なし����� 1，151，900円

票 数

単勝票数 計1648620 的中 � 235705（4番人気）
複勝票数 計2153040 的中 � 302747（4番人気）� 410505（2番人気）� 55834（9番人気）
枠連票数 計 999097 的中 （7－7） 65062（6番人気）
馬連票数 計6130942 的中 �� 397247（4番人気）
馬単票数 計3527797 的中 �� 110303（9番人気）
ワイド票数 計1655003 的中 �� 93998（5番人気）�� 11519（31番人気）�� 17620（26番人気）
3連複票数 計6640650 的中 ��� 30616（47番人気）
3連単票数 計16330668 的中 ��� 15194（239番人気）
5重勝票数 差引計7944631（返還計 49484） 的中 ����� 509

ハロンタイム 13．0―11．2―11．8―12．1―12．1―11．8―11．3―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．0―48．1―1：00．2―1：12．0―1：23．3―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F34．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイケイペガスター �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．9．9 阪神1着

2010．1．15生 牡3青 母 ストームホイッスル 母母 ラークホイッスル 4戦2勝 賞金 49，202，000円
※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。

03072 2月10日 晴 良 （25東京1）第6日 第12競走 ��1，300�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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

48 マックスガイ 牡4青鹿57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム B478＋ 21：18．6 2．4�
35 カネトシリープイン 牡5芦 57 蛯名 正義兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B476＋ 21：18．81� 6．1�
12 ケンエンブレム 牡5鹿 57 三浦 皇成中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 464－ 21：19．01� 23．9�
713� グ レ ン 牡4黒鹿57 松岡 正海西森 鶴氏 中川 公成 日高 宝寄山 忠則 508－ 8 〃 クビ 46．1�
47 フルヒロボーイ 牡4鹿 57 嘉藤 貴行古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 522－ 21：19．2	 6．4�
714 フォルテリコルド 牡4鹿 57 武士沢友治 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 544± 01：19．41� 14．5	
510 リバーアゲイン 牡8栗 57 津村 明秀河越 武治氏 作田 誠二 三石 沖田 忠幸 488－ 4 〃 ハナ 265．2

23 シゲルシバグリ 牡4栗 57 岩田 康誠森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 496± 0 〃 アタマ 6．5�
59 ヘイハチスカイ 牡4鹿 57 木幡 初広伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 456－ 6 〃 クビ 217．0�
36 ウッドシップ 牝5鹿 55 横山 典弘小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 484＋ 21：19．61 11．4
24 サンセルマン 牡4黒鹿 57

54 ▲平野 優井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 458－ 21：19．7� 134．8�
611� スプリングオスロ 牡6鹿 57

55 △嶋田 純次加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 宮本 一輝 510＋ 2 〃 クビ 34．7�
612 エイブルサクセス 牡5鹿 57 田中 勝春中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 536－141：19．8� 23．7�
815 ユメノキズナ 牝6鹿 55 田辺 裕信諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 480－ 21：20．54 46．3�
11 プロスペラスマム 牝6鹿 55 田中 博康本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 524＋ 4 〃 アタマ 134．8�
816 ユ ー ス フ ル 牡6鹿 57 北村 宏司武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 畑端牧場 474－ 21：20．71� 33．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，545，700円 複勝： 105，374，800円 枠連： 64，632，800円
馬連： 201，721，800円 馬単： 117，015，100円 ワイド： 80，825，200円
3連複： 245，994，600円 3連単： 482，835，000円 計： 1，367，945，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 210円 � 460円 枠 連（3－4） 380円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 360円 �� 910円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 6，390円 3 連 単 ��� 23，180円

票 数

単勝票数 計 695457 的中 � 231265（1番人気）
複勝票数 計1053748 的中 � 314324（1番人気）� 118009（4番人気）� 41506（7番人気）
枠連票数 計 646328 的中 （3－4） 125903（1番人気）
馬連票数 計2017218 的中 �� 180623（2番人気）
馬単票数 計1170151 的中 �� 66978（2番人気）
ワイド票数 計 808252 的中 �� 62489（2番人気）�� 21323（7番人気）�� 6941（26番人気）
3連複票数 計2459946 的中 ��� 28444（18番人気）
3連単票数 計4828350 的中 ��� 15376（57番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．1―12．3―11．9―11．7―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．4―30．5―42．8―54．7―1：06．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マックスガイ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2011．10．10 東京4着

2009．4．16生 牡4青鹿 母 レイズユアグラス 母母 レイズアプランサー 9戦3勝 賞金 38，620，000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 シャイニイチカ号

５レース目



（25東京1）第6日 2月10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 手 当

238，190，000円
2，080，000円
9，760，000円
1，410，000円
21，510，000円
66，726，500円
4，824，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
527，868，000円
808，817，000円
388，940，700円
1，647，664，800円
984，267，700円
578，586，800円
1，885，880，700円
3，858，232，700円
794，463，100円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 11，474，721，500円

総入場人員 37，156名 （有料入場人員 35，561名）
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