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03013 2月1日 晴 重 （27東京1）第2日 第1競走 ��
��1，300�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
1：16．4
1：16．4

重
重

816 コンドルヒデオ 牡3鹿 56 F．ベリー Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 小島牧場 486－ 21：19．2 5．8�
（愛）

611 ロックフォール 牡3黒鹿56 G．ブノワ 四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 438＋101：19．94 16．0�
（仏）

714 キョウエイプライド 牡3黒鹿56 田中 勝春田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 506＋ 41：20．11� 9．0�
47 シャトルソニック 牡3鹿 56 蛯名 正義細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 482＋ 41：20．2� 11．7�
59 ウサギノカケアシ 牡3芦 56 吉原 寛人桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 472－ 4 〃 アタマ 18．7�

（川崎）

11 	 オーバーウェルム 牡3黒鹿56 横山 典弘�Basic 田島 俊明 加 Ballycroy
Training Centre 450± 01：20．51� 2．1	

12 ピックアンドポップ 牡3青鹿56 北村 宏司大内 康平氏 武井 亮 新ひだか 水丸牧場 486＋ 41：20．6
 5．9

815 ミスチフウイッチ 牝3黒鹿54 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 440－ 6 〃 クビ 73．2�
24 ダンガンコゾウ 牡3栗 56 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 474－ 21：20．7クビ 18．3
36 タケルワールド 牡3栗 56 C．デムーロ 森 保彦氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 442－10 〃 クビ 73．6�

（仏）

612 デ ィ ナ ー ル 牡3鹿 56 武士沢友治江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 450± 01：20．8
 244．2�
35 スーパーテノール 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �スピードファーム和田 正道 新ひだか マークリ牧場 484± 01：21．01� 325．5�
48 マイネルブラスト 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 日高 本間牧場 460＋ 21：21．1クビ 355．9�
713 スカイルピナス 牝3栗 54

51 ▲原田 和真大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 436＋ 41：21．2
 544．9�
23 デルマヨタロウ 牡3栗 56 津村 明秀浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 478＋121：21．3� 37．8�
510 ダイゴマサムネ 牡3栗 56 吉田 隼人長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 484－ 41：21．61� 217．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，858，100円 複勝： 54，221，500円 枠連： 20，285，100円
馬連： 83，481，500円 馬単： 51，527，900円 ワイド： 42，935，800円
3連複： 105，893，100円 3連単： 159，834，800円 計： 552，037，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 380円 � 210円 枠 連（6－8） 3，230円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 960円 �� 670円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 6，750円 3 連 単 ��� 40，160円

票 数

単勝票数 計 338581 的中 � 46219（2番人気）
複勝票数 計 542215 的中 � 67866（4番人気）� 32173（6番人気）� 72264（3番人気）
枠連票数 計 202851 的中 （6－8） 4855（10番人気）
馬連票数 計 834815 的中 �� 19541（13番人気）
馬単票数 計 515279 的中 �� 6253（25番人気）
ワイド票数 計 429358 的中 �� 11441（13番人気）�� 16967（6番人気）�� 7015（18番人気）
3連複票数 計1058931 的中 ��� 11750（24番人気）
3連単票数 計1598348 的中 ��� 2885（132番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．2―29．8―42．4―54．9―1：06．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンドルヒデオ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2014．11．8 東京13着

2012．4．25生 牡3鹿 母 ディアコトミ 母母 セカンドチャンス 5戦1勝 賞金 8，900，000円
〔制裁〕 ウサギノカケアシ号の騎手吉原寛人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 ピックアンドポップ号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 カズノマンナ号・ビカムスター号・マスココット号
※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。

03014 2月1日 晴 重 （27東京1）第2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 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

815 ナンゴクロマンス 牝3鹿 54 吉原 寛人平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 458 ―1：27．0 42．8�
（川崎）

714 ソサエティクイーン 牝3栗 54
51 ▲木幡 初也 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438 ―1：27．32 48．9�
24 コウヨウクロノス 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 536 ―1：27．72� 50．7�
47 ロージーチークス 牝3栗 54 C．デムーロ 吉田 照哉氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 462 ―1：27．8� 2．5�

（仏）

35 オブストラクション 牡3青鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 澤田 嘉隆 524 ― 〃 ハナ 10．7�
36 トーセンハイアー 牡3青 56 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 524 ―1：27．9� 164．7	
23 アポロビショップ 牡3黒鹿56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 新冠 佐藤 静子 454 ― 〃 ハナ 5．2

12 レッドサクラ 牝3栗 54 G．ブノワ K.C．タン氏 水野 貴広 新ひだか 築紫 洋 440 ―1：28．0クビ 34．3�

（仏）

816 デ ル フ ト 牝3鹿 54 北村 宏司吉川 朋宏氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 392 ―1：28．1� 15．9�
611 クイックアクティー 牡3栗 56 田中 勝春櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 旭 牧場 456 ―1：29．05 16．3
510 パルパルムツミ 牝3黒鹿54 吉田 隼人内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 田中 裕之 438 ―1：29．1クビ 10．8�
713 ブルーミングランド 牝3栗 54 三浦 皇成山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 482 ―1：29．2� 5．9�
612 ニホンピロラブリー 牝3鹿 54 内田 博幸小林百太郎氏 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 426 ―1：29．73 107．5�
11 キョウエイヒーロー 牡3鹿 56 武士沢友治田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 498 ―1：30．55 34．3�
48 ゴールドストーリー 牡3栗 56 後藤 浩輝居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 480 ―1：31．24 24．1�
59 キタノキャンパス 牝3黒鹿54 柴山 雄一北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 見上牧場 456 ― （競走中止） 80．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，389，200円 複勝： 32，832，900円 枠連： 19，429，100円
馬連： 58，935，200円 馬単： 35，686，700円 ワイド： 31，502，300円
3連複： 71，015，700円 3連単： 100，047，700円 計： 374，838，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，280円 複 勝 � 1，300円 � 1，210円 � 1，580円 枠 連（7－8） 3，060円

馬 連 �� 75，740円 馬 単 �� 210，740円

ワ イ ド �� 15，100円 �� 17，960円 �� 18，650円

3 連 複 ��� 859，060円 3 連 単 ��� 7，253，450円

票 数

単勝票数 計 253892 的中 � 4739（11番人気）
複勝票数 計 328329 的中 � 6699（12番人気）� 7247（11番人気）� 5463（13番人気）
枠連票数 計 194291 的中 （7－8） 4913（12番人気）
馬連票数 計 589352 的中 �� 603（97番人気）
馬単票数 計 356867 的中 �� 127（195番人気）
ワイド票数 計 315023 的中 �� 539（90番人気）�� 453（94番人気）�� 436（97番人気）
3連複票数 計 710157 的中 ��� 62（497番人気）
3連単票数 計1000477 的中 ��� 10（3044番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．6―50．4―1：02．8―1：14．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンゴクロマンス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

2012．4．27生 牝3鹿 母 ミスフェリチタ 母母 ス リ ー エ フ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 キタノキャンパス号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 グランアラミス号・シャトーボルト号・ソヴールトウショウ号・トウショウデュエル号・トーセンバンビーナ号・

バトルヴィゴーレ号・ビヨンドザスカイ号・ミッキードラマ号・ルールソヴァール号
※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。

第１回 東京競馬 第２日



03015 2月1日 晴 重 （27東京1）第2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
1：34．1
1：33．3

不良
良

11 ワイルドダンサー 牡3鹿 56 福永 祐一草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 484± 01：38．4 3．5�
816 ミュゼフローレンス 牝3黒鹿54 柴山 雄一髙橋 仁氏 高市 圭二 新ひだか 水上 習孝 484－ 21：38．72 11．0�
48 ステイリッチ 牡3栗 56 C．デムーロ 宇田 豊氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534＋241：39．02 14．1�
（仏）

35 プレーケストーレン 牡3黒鹿56 吉原 寛人スリースターズレーシング 奥村 武 新ひだか タツヤファーム 528－ 81：39．1クビ 5．4�
（川崎）

611 ハイヴォルテージ 牡3栗 56
53 ▲木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 436＋ 61：39．3� 21．0�
510 アフェットゥオーソ 牡3黒鹿56 横山 典弘 	シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 490± 01：39．4� 3．6

713 オ ル グ 牡3鹿 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 462－ 2 〃 クビ 20．1�
815 ツェッペリン 牡3青鹿56 北村 宏司窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 浦河小林牧場 452－ 21：39．61� 56．9�
612 デュアルフレイム 牡3栗 56 内田 博幸 	社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 458－ 21：39．7� 31．4
47 タイセイプレシャス 牡3栗 56 大野 拓弥田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 466＋ 21：40．23 218．1�
36 ヴ ァ ー サ ス 牡3青鹿56 杉原 誠人	本桐牧場 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 472＋141：40．73 83．1�
24 ミヤビリヴェール 牝3青鹿54 村田 一誠村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 金石牧場 432＋ 41：41．65 325．1�
12 バ ゴ ガ エ シ 牡3栗 56 黛 弘人内田 玄祥氏 奥平 雅士 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 61：42．13 84．9�
23 ワ ル 牡3鹿 56 後藤 浩輝西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム 478－161：42．41� 20．0�
59 フレンドガール 牝3黒鹿54 二本柳 壮横尾 晴人氏 武市 康男 浦河 南部 功 444＋ 81：42．61� 288．7�
714 ギンガメテオール 牡3芦 56 G．ブノワ 森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 502＋ 41：43．66 8．1�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，995，200円 複勝： 58，748，400円 枠連： 24，003，900円
馬連： 91，474，600円 馬単： 49，816，200円 ワイド： 50，476，900円
3連複： 117，239，800円 3連単： 153，676，300円 計： 585，431，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 200円 � 400円 � 500円 枠 連（1－8） 2，660円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 1，360円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 20，710円 3 連 単 ��� 86，560円

票 数

単勝票数 計 399952 的中 � 89235（1番人気）
複勝票数 計 587484 的中 � 90853（3番人気）� 35484（5番人気）� 26960（8番人気）
枠連票数 計 240039 的中 （1－8） 6991（12番人気）
馬連票数 計 914746 的中 �� 17053（17番人気）
馬単票数 計 498162 的中 �� 5828（20番人気）
ワイド票数 計 504769 的中 �� 9636（15番人気）�� 9682（14番人気）�� 4019（36番人気）
3連複票数 計1172398 的中 ��� 4245（67番人気）
3連単票数 計1536763 的中 ��� 1287（279番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―11．8―12．8―12．9―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．7―46．5―59．3―1：12．2―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F39．1
3 ・（8，10）（4，14，16）1，15，13（3，5）（6，12）11－（2，7）9 4 ・（8，10）16，15（4，14，1，13）（5，6，12）－11－7，3－9，2

勝馬の
紹 介

ワイルドダンサー �
�
父 ワイルドワンダー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．1．4 中山2着

2012．5．1生 牡3鹿 母 スイートフラッグ 母母 Serengeti Day 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギンガメテオール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月1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 オベストルシャトウ号・シゲルナマハゲ号・レサンシエル号
※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。

03016 2月1日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）重 （27東京1）第2日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
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3：17．5良・良

58 セイウンコレット 牝4黒鹿57 ▲原田 和真西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム 468－ 63：30．0 3．9�
711 レ ジ ア ー ネ �7鹿 60 蓑島 靖典広尾レース� 尾関 知人 浦河 中島牧場 484＋143：30．1� 13．7�
57 マイネルグート 牡8鹿 60 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 514－ 83：30．2� 7．8�
22 ト ラ バ ン ト 牡7栗 60 小坂 忠士吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 526＋ 83：30．41� 3．9�
45 カワキタバルク 牡6青鹿60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 486＋163：31．35 143．0�
610 アイティテイオー 牡7栗 60 山本 康志一ノ瀬 恭氏 奥村 武 新冠 川島牧場 480＋ 43：32．15 4．5	
33 	 ケンブリッジヒーロ 牡7栗 60 浜野谷憲尚中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 468－ 23：32．52
 33．7

69 ハードロッカー �6黒鹿60 上野 翔山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 442－ 43：32．6クビ 11．6�
34 メ テ オ ー ロ 牡4栗 59 金子 光希白井 岳氏 矢野 英一 日高 白井牧場 460± 03：33．45 57．0�
712	 ジャマスルナ 牡4黒鹿59 石神 深一小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B474－ 73：33．61� 58．9
11 ホワイトクリスマス 牡4芦 59 高野 和馬岡 浩二氏 中川 公成 新冠 赤石 久夫 506＋123：33．8� 60．6�
813 テイエムオドロキ 牝4栗 57 植野 貴也竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 444－103：34．33 26．9�
814� アスターコリント �6黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 530－ 63：35．36 10．3�
46 	 トップドリーム 牡5栗 60 黒岩 悠�コオロ 坂口 正則 新冠 ムラカミファーム 476± 0 （競走中止） 59．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，991，200円 複勝： 28，526，200円 枠連： 20，257，500円
馬連： 54，950，700円 馬単： 31，076，800円 ワイド： 26，998，800円
3連複： 71，590，000円 3連単： 105，047，300円 計： 360，438，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 420円 � 230円 枠 連（5－7） 1，730円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 550円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 7，710円 3 連 単 ��� 39，950円

票 数

単勝票数 計 219912 的中 � 44950（1番人気）
複勝票数 計 285262 的中 � 54672（1番人気）� 14071（7番人気）� 32069（4番人気）
枠連票数 計 202575 的中 （5－7） 9033（7番人気）
馬連票数 計 549507 的中 �� 12206（15番人気）
馬単票数 計 310768 的中 �� 3807（28番人気）
ワイド票数 計 269988 的中 �� 6023（13番人気）�� 13341（5番人気）�� 3721（20番人気）
3連複票数 計 715900 的中 ��� 6958（23番人気）
3連単票数 計1050473 的中 ��� 1906（124番人気）
上り 1マイル 1：50．5 4F 54．7－3F 41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」
1
�
3－10，9（1，12）（2，7）5（8，13）－14－11－4
3（1，10，7）9（12，8）2（5，11）－14，4，13

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

勝馬の
紹 介

セイウンコレット �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2014．4．12 中山10着

2011．3．11生 牝4黒鹿 母 シュフルール 母母 ベイフィオーリ 障害：2戦1勝 賞金 8，800，000円
〔競走中止〕 トップドリーム号は，1周目6号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ニシノファブレッド号・マルターズポラリス号
（非抽選馬） 2頭 グリーティングワン号・トゥルーフレンド号



03017 2月1日 晴 良 （27東京1）第2日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

12 フレンチヴォーグ 牝3鹿 54 G．ブノワ 志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 430± 01：50．0 6．9�
（仏）

510 フロレットアレー 牝3鹿 54 C．デムーロ �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 412＋ 41：50．1� 2．0�
（仏）

24 ウインマハロ 牝3鹿 54 丸田 恭介�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 404± 0 〃 クビ 74．1�
48 レディームーン 牝3栗 54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 平野牧場 402－ 41：50．2クビ 25．8�
23 エスティエッキー 牝3黒鹿54 松岡 正海 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 448＋ 2 〃 ハナ 9．8	
47 サトノハンナ 牝3鹿 54 田辺 裕信里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 452＋ 61：50．41 54．1

714 カ ン デ ラ 牝3黒鹿54 北村 宏司ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480＋22 〃 ハナ 36．2�
816 アルマニンファ 牝3芦 54 内田 博幸コウトミックレーシング 伊藤 大士 日高 日高大洋牧場 456＋141：50．61� 25．0�
611 レッドオランジュ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 2 〃 アタマ 4．2
11 エグランティエ 牝3栗 54 石橋 脩�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 442＋ 4 〃 クビ 42．3�
36 パ ピ ー ラ ヴ 牝3鹿 54 柴山 雄一 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 新冠 パカパカ

ファーム 446－ 41：50．7クビ 17．1�
713 ジェンツィアーナ 牝3黒鹿54 柴田 大知坂巻 勝彦氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 436＋ 6 〃 アタマ 43．6�
35 タカラオウヒ 牝3鹿 54 横山 和生村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 418－ 21：50．91� 110．9�
612 アポロティンクル 牝3黒鹿54 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 438＋ 81：51．11� 298．7�
815 ナ ノ ハ ナ 牝3栗 54 津村 明秀國分 純氏 武市 康男 日高 藤本 友則 474＋ 61：51．84 329．8�
59 ク ー ト ネ イ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 平取 船越 伸也 462＋ 4 〃 クビ 37．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，914，400円 複勝： 53，873，400円 枠連： 23，915，800円
馬連： 90，416，200円 馬単： 51，897，100円 ワイド： 50，595，600円
3連複： 114，345，600円 3連単： 168，590，900円 計： 593，549，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 140円 � 1，260円 枠 連（1－5） 600円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 410円 �� 5，750円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 17，090円 3 連 単 ��� 79，210円

票 数

単勝票数 計 399144 的中 � 45768（3番人気）
複勝票数 計 538734 的中 � 68124（3番人気）� 134442（1番人気）� 7408（13番人気）
枠連票数 計 239158 的中 （1－5） 30817（2番人気）
馬連票数 計 904162 的中 �� 82162（2番人気）
馬単票数 計 518971 的中 �� 18575（5番人気）
ワイド票数 計 505956 的中 �� 35991（2番人気）�� 2114（52番人気）�� 3554（37番人気）
3連複票数 計1143456 的中 ��� 5016（50番人気）
3連単票数 計1685909 的中 ��� 1543（227番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．1―12．6―13．0―12．8―11．6―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．2―48．8―1：01．8―1：14．6―1：26．2―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フレンチヴォーグ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．1．18 中山2着

2012．4．8生 牝3鹿 母 フレンチムード 母母 ゴールドリーフ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 ウインマハロ号の騎手丸田恭介は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について過怠金100，000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 ミガーナワン号
（非抽選馬） 5頭 アイリーグレイ号・エフティベス号・カワキタコクリコ号・トドロキキシボジン号・ベルメール号
※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。

03018 2月1日 晴 良 （27東京1）第2日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走13時00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
2：22．1
2：22．1

良
良

36 ミュゼダルタニアン 牡3栗 56 柴山 雄一髙橋 仁氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 510± 02：28．6 6．4�
11 ウインスペクトル 牡3鹿 56 F．ベリー �ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 450＋ 22：29．02� 9．0�

（愛）

12 クラシックエース 牡3鹿 56 後藤 浩輝 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 436＋ 2 〃 アタマ 8．1�
510 メイアルーア 牡3栗 56 北村 宏司 �キャロットファーム 伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 4 〃 ハナ 1．9�
23 マイネルフレッチャ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 442± 02：29．53 25．2	
713 コスモレプリカ 牡3栗 56 黛 弘人岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 22：29．6� 403．7

714 トーホウスペンサー 牡3黒鹿56 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 472－122：31．19 6．1�
816 アルトサックス 牡3鹿 56 武士沢友治手嶋 康雄氏 松永 康利 新ひだか 佐竹 学 488＋ 62：31．2� 88．7�
59 ジャンピンウィナー 牡3栗 56 吉田 豊西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 坂戸 節子 472＋ 42：31．3� 364．9
612 マイネルマーゴ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 504－ 22：31．62 137．2�
48 ウインミラージュ 牡3栗 56 石橋 脩�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 438－ 62：31．81� 228．2�
815 ハイオンザリスト 牡3鹿 56 田中 勝春田中 春美氏 新開 幸一 浦河 大成牧場 456－ 42：32．01� 25．5�
611 モ ー メ ン ツ 牡3鹿 56 大野 拓弥�山際牧場 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 506－122：32．53 56．4�
24 アポロユウシャ 牡3芦 56 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 森永 睦夫 482－ 42：33．24 187．7�
35 サンマルバロン 	3栗 56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 476＋ 82：33．94 129．6�
47 サニーゴールド 牡3青鹿56 田辺 裕信宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 482－202：35．510 23．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，479，900円 複勝： 63，317，600円 枠連： 25，019，300円
馬連： 95，629，300円 馬単： 63，684，000円 ワイド： 48，812，100円
3連複： 113，143，900円 3連単： 201，466，200円 計： 657，552，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 270円 � 230円 枠 連（1－3） 1，420円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 720円 �� 760円 �� 980円

3 連 複 ��� 5，640円 3 連 単 ��� 32，720円

票 数

単勝票数 計 464799 的中 � 57374（3番人気）
複勝票数 計 633176 的中 � 96017（2番人気）� 56728（5番人気）� 71792（3番人気）
枠連票数 計 250193 的中 （1－3） 13575（5番人気）
馬連票数 計 956293 的中 �� 31438（8番人気）
馬単票数 計 636840 的中 �� 10134（14番人気）
ワイド票数 計 488121 的中 �� 17625（8番人気）�� 16652（9番人気）�� 12573（13番人気）
3連複票数 計1131439 的中 ��� 15027（20番人気）
3連単票数 計2014662 的中 ��� 4463（100番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．4―12．2―12．6―12．5―12．5―13．0―12．8―12．4―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―24．5―36．9―49．1―1：01．7―1：14．2―1：26．7―1：39．7―1：52．5―2：04．9―2：16．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ミュゼダルタニアン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．9 札幌8着

2012．5．15生 牡3栗 母 ア ル テ シ ア 母母 バルドネキア 5戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルバロン号・サニーゴールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

3月1日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ニシノインシュアラ号・ラナチュール号
（非抽選馬） 2頭 トランスオーシャン号・ブランダルジャン号
※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。



03019 2月1日 晴 重 （27東京1）第2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，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

59 ラストダンサー 牡4青鹿56 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B448＋141：36．8 7．8�
611� ティズトレメンダス 牝5鹿 55 田辺 裕信岡田 牧雄氏 尾形 和幸 米 Morgan’s

Ford Farm 502－ 8 〃 クビ 21．4�
24 メガオパールカフェ 牡4栗 56 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 536＋141：36．9クビ 4．6�
713	 アンリキャトル 牡4黒鹿56 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 474－ 11：37．32
 9．4�
35 ツクバホシノオー 牡4鹿 56 武 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 508＋161：37．4
 10．9�
714 ポルスターシャイン 牡5鹿 57 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 486＋ 61：37．5
 11．0�
48 	 ワイドショー 牝4鹿 54 吉田 豊安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 478± 01：38．24 9．5	
816 ビックナジョーカー 牡4鹿 56 後藤 浩輝平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 マリオステー

ブル 472＋ 81：38．41� 22．6

815 ダノンビーナス 牝5鹿 55

52 ▲石川裕紀人�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 424－ 21：38．5
 48．8�
23 サトノスティング 牡4青鹿56 内田 博幸里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 アタマ 32．3
47 パリーアーク 牡4鹿 56 F．ベリー �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 476＋101：39．24 6．8�

（愛）

36 アルマベルヴァ 牡5鹿 57 吉田 隼人コウトミックレーシング 加藤 和宏 新冠 赤石 久夫 516＋121：39．3
 146．0�
510 ドリームジェダイ 牡6栗 57 柴山 雄一セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 片岡 博 480± 0 〃 ハナ 54．7�
612 ヒカリヴェロニカ 牝4栗 54

51 ▲原田 和真�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 488－ 81：39．83 283．5�
12 キーンソード 牡4黒鹿56 松岡 正海佐々木雄二氏 黒岩 陽一 浦河 中脇 満 468－ 61：40．01� 5．0�
11 ステップアヘッド 牡6鹿 57

54 ▲井上 敏樹松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 520＋ 61：43．6大差 348．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，174，300円 複勝： 64，537，500円 枠連： 32，108，300円
馬連： 111，156，900円 馬単： 54，698，500円 ワイド： 55，874，300円
3連複： 132，045，100円 3連単： 177，399，400円 計： 665，994，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 300円 � 680円 � 170円 枠 連（5－6） 9，840円

馬 連 �� 9，090円 馬 単 �� 14，340円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 720円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 12，690円 3 連 単 ��� 87，250円

票 数

単勝票数 計 381743 的中 � 38982（4番人気）
複勝票数 計 645375 的中 � 54377（5番人気）� 19955（10番人気）� 121978（1番人気）
枠連票数 計 321083 的中 （5－6） 2527（30番人気）
馬連票数 計1111569 的中 �� 9470（35番人気）
馬単票数 計 546985 的中 �� 2860（66番人気）
ワイド票数 計 558743 的中 �� 5580（35番人気）�� 20847（4番人気）�� 9587（19番人気）
3連複票数 計1320451 的中 ��� 7798（45番人気）
3連単票数 計1773994 的中 ��� 1474（329番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．2―47．1―1：00．0―1：12．4―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラストダンサー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．17 東京6着

2011．5．5生 牡4青鹿 母 ワルツダンサー 母母 ウィシングフォーアスター 7戦2勝 賞金 14，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ステップアヘッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月1日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アマカケル号・カシノレント号・マイネルジパング号・マンインザムーン号
※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。

03020 2月1日 晴 良 （27東京1）第2日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走14時00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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

36 トーキングドラム 牡5鹿 57 F．ベリー 下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 474－ 21：35．4 5．7�
（愛）

816 トーセンターキー 牡5黒鹿57 C．デムーロ 島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 岡田スタツド 504＋14 〃 クビ 5．3�
（仏）

815 ダブルコーク 牡4黒鹿56 蛯名 正義�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 480＋ 61：35．61� 12．6�
59 サトノフェアリー 牝5鹿 55 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 446＋101：35．7	 11．5	
714 シングンジョーカー 牡4黒鹿56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 474＋ 2 〃 アタマ 5．3

713 マイネプレセア 牝4青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 2 〃 ハナ 31．2�
47 リュクサンブール 牡4鹿 56 北村 宏司村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 ハナ 114．1�
611 ウインスラッガー 牡6栗 57 吉原 寛人�ウイン 畠山 吉宏 浦河 バンダム牧場 B512＋101：35．8クビ 38．5

（川崎）

23 
 ルミラークル 牡4青鹿56 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 502－ 91：35．9	 203．3�
612 ロジプリンセス 牝5青 55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458＋101：36．11� 13．8�
24 
 ユニフィケーション 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－ 21：36．2クビ 79．3�

11 
 アサクサゴールド 牡5黒鹿57 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466＋10 〃 ハナ 37．8�
35 レッドソレイユ 牡4鹿 56 G．ブノワ �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 480＋ 6 〃 クビ 4．5�

（仏）

12 ミュゼミランダ 牝4栗 54
51 ▲木幡 初也髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 430＋101：36．51	 23．0�

510 スペルオンミー 牝4黒鹿54 横山 典弘吉田 勝己氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 546＋101：36．92� 11．8�
48 ダイワフェーム 牡5黒鹿57 大野 拓弥大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 458± 01：37．64 118．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，937，500円 複勝： 74，985，100円 枠連： 43，567，400円
馬連： 132，406，800円 馬単： 60，684，800円 ワイド： 60，927，500円
3連複： 157，232，300円 3連単： 219，722，800円 計： 796，464，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 230円 � 220円 � 350円 枠 連（3－8） 600円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，440円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 10，170円 3 連 単 ��� 52，140円

票 数

単勝票数 計 469375 的中 � 65539（4番人気）
複勝票数 計 749851 的中 � 89812（4番人気）� 97209（3番人気）� 49466（7番人気）
枠連票数 計 435674 的中 （3－8） 56110（1番人気）
馬連票数 計1324068 的中 �� 45818（8番人気）
馬単票数 計 606848 的中 �� 9885（17番人気）
ワイド票数 計 609275 的中 �� 20087（7番人気）�� 10758（15番人気）�� 8379（22番人気）
3連複票数 計1572323 的中 ��� 11593（31番人気）
3連単票数 計2197228 的中 ��� 3055（169番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．8―12．3―12．1―11．6―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．8―48．1―1：00．2―1：11．8―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーキングドラム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．19 中山3着

2010．3．6生 牡5鹿 母 トランシーフレーズ 母母 アンスチユアート 5戦2勝 賞金 17，756，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 トーキングドラム号の騎手F．ベリーは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 デスティニーラブ号・マイカーニバル号
（非抽選馬） 2頭 ディールフロー号・ヘヴンズチョイス号
※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。



03021 2月1日 晴 良 （27東京1）第2日 第9競走 ��
��1，800�セントポーリア賞

発走14時35分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

34 ドゥラメンテ 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488＋141：46．9 1．7�
813 ウェルブレッド 牡3黒鹿56 武 豊 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 21：47．85 18．5�
11 � グラブザフラッグ 牡3栗 56 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 480± 0 〃 アタマ 141．9�
814 ノースストーム 牡3鹿 56 蛯名 正義吉澤 克己氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 464－101：47．9クビ 16．2�
69 ジェネラルゴジップ 牡3青鹿56 C．デムーロ �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 アタマ 7．2�

（仏）

610 ラブユアマン 牡3栗 56 F．ベリー M・
Kenichiホールディング	 尾関 知人 新ひだか タガミファーム 452＋ 8 〃 アタマ 7．9


（愛）

46 ダイワエキスパート 牡3芦 56 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 440＋ 41：48．22 87．5�
22 ボ ル ゲ ー ゼ 牡3黒鹿56 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470± 01：48．41� 8．0�
711 ト ゥ ル ッ リ 牡3芦 56 横山 典弘	ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ

ファーム 474± 0 〃 ハナ 35．2
712 エニグマバリエート 牡3青鹿56 福永 祐一平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 476－ 61：48．61� 13．2�
57 シャインアロー 	3栗 56 田中 勝春岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 438＋ 61：49．02
 200．8�
45 マ ラ ケ シ ュ 牝3青鹿54 江田 照男片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 478＋ 61：50．9大差 139．7�
33 � ラブブレイブ 牡3鹿 56 田辺 裕信オールラブクラブ 南田美知雄 浦河 山田 昇史 440－ 51：51．53
 266．4�
58 マルターズシャトル 牡3栗 56 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 498－101：51．7� 51．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 76，591，700円 複勝： 96，217，600円 枠連： 44，720，700円
馬連： 171，393，500円 馬単： 102，888，300円 ワイド： 75，115，300円
3連複： 193，652，200円 3連単： 417，731，700円 計： 1，178，311，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 420円 � 1，460円 枠 連（3－8） 770円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，660円 �� 21，520円

3 連 複 ��� 47，630円 3 連 単 ��� 123，110円

票 数

単勝票数 計 765917 的中 � 360067（1番人気）
複勝票数 計 962176 的中 � 338013（1番人気）� 44053（7番人気）� 10969（11番人気）
枠連票数 計 447207 的中 （3－8） 44706（4番人気）
馬連票数 計1713935 的中 �� 92095（6番人気）
馬単票数 計1028883 的中 �� 42686（6番人気）
ワイド票数 計 751153 的中 �� 27391（7番人気）�� 7140（26番人気）�� 862（69番人気）
3連複票数 計1936522 的中 ��� 3049（91番人気）
3連単票数 計4177317 的中 ��� 2460（283番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．4―11．6―12．1―12．6―12．5―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．1―46．7―58．8―1：11．4―1：23．9―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

ドゥラメンテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．12 東京2着

2012．3．22生 牡3鹿 母 アドマイヤグルーヴ 母母 エアグルーヴ 3戦2勝 賞金 18，122，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブブレイブ号・マルターズシャトル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

3月1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。

03022 2月1日 晴 良 （27東京1）第2日 第10競走 ��
��1，600�

せつぶん

節分ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，26．2．1以降27．1．25まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

611 カフェブリリアント 牝5栗 53 福永 祐一西川 光一氏 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 432－ 21：33．9 15．0�
48 アデイインザライフ 牡4鹿 56 F．ベリー 池谷 誠一氏 鈴木 康弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 554＋141：34．0� 2．1�
（愛）

47 マイネルアウラート 牡4黒鹿54 松岡 正海 �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 446－121：34．1� 18．7�

36 プ ロ ク リ ス 牝4栗 52 田中 勝春 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 474－ 21：34．31	 7．8�
12 サトノフェラーリ 牡4鹿 55 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 464＋ 21：34．51	 5．8	
714 ベストドリーム 牡4鹿 54 武 豊堀口 晴男氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 466± 01：34．6クビ 12．4

11 オメガキングティー 牡5鹿 54 G．ブノワ 原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 アタマ 20．6�

（仏）

23 � キョウエイバサラ 牡7芦 54 川須 栄彦田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave
Bloodstock 524＋ 2 〃 クビ 66．6�

612� ベリーフィールズ 牝7鹿 51 吉田 隼人 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 470－ 41：34．81	 162．3
59 ア ラ フ ネ 牝6栗 52 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 466＋ 21：35．01 164．0�
816 ダノンフェニックス 牡7黒鹿56 C．デムーロ�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458－ 6 〃 アタマ 12．5�

（仏）

510� セ セ リ 牡4栗 54 三浦 皇成冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca
Beatson Jr. 498－ 2 〃 ハナ 23．8�

713 コレクターアイテム 牝5黒鹿53 内田 博幸�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B472－141：35．53 23．3�
24 サニーヘイロー 牝7栗 50 井上 敏樹宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム B470± 01：35．6クビ 255．2�
35 ダンツキャンサー 牝4黒鹿52 田中 博康山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 458－12 〃 ハナ 31．5�
815 ラ ロ メ リ ア 7鹿 55 吉原 寛人 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 440－ 21：36．66 69．1�

（川崎）

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，779，800円 複勝： 93，378，200円 枠連： 51，735，000円
馬連： 212，223，700円 馬単： 103，439，800円 ワイド： 84，442，700円
3連複： 253，019，400円 3連単： 403，812，600円 計： 1，269，831，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 280円 � 130円 � 360円 枠 連（4－6） 1，040円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，830円 �� 650円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 26，920円

票 数

単勝票数 計 677798 的中 � 36112（6番人気）
複勝票数 計 933782 的中 � 71250（4番人気）� 255956（1番人気）� 51683（7番人気）
枠連票数 計 517350 的中 （4－6） 38542（5番人気）
馬連票数 計2122237 的中 �� 118680（5番人気）
馬単票数 計1034398 的中 �� 18636（12番人気）
ワイド票数 計 844427 的中 �� 37723（4番人気）�� 11219（24番人気）�� 34072（6番人気）
3連複票数 計2530194 的中 ��� 45734（14番人気）
3連単票数 計4038126 的中 ��� 10873（75番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．6―11．8―11．7―11．3―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．4―47．2―58．9―1：10．2―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 10，5（3，4，7）13（1，6）（9，16）11（2，15）14，8－12 4 10，5（3，7）4（1，6，13）（9，16）（11，15）（2，14，8）－12

勝馬の
紹 介

カフェブリリアント �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．11．3 東京2着

2010．2．27生 牝5栗 母 シンメイミネルバ 母母 フ ジ ャ ブ 15戦5勝 賞金 63，938，000円
〔その他〕 ラロメリア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラロメリア号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年3月1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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アールデュラン号・ウエスタンメルシー号・ジャーエスペランサ号
※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。

１レース目
３レース目



03023 2月1日 晴 重 （27東京1）第2日 第11競走 ��
��1，400�第29回根岸ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，26．2．1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，26．1．31以前のGⅠ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）

地方競馬全国協会理事長賞（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 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

36 � エアハリファ 牡6鹿 56 三浦 皇成 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 480± 01：23．4 3．4�

713 ワイドバッハ 牡6鹿 57 武 豊幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 490＋ 41：23．61 4．5�
714 アドマイヤロイヤル 牡8鹿 56 内田 博幸近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 528－ 21：23．7	 102．7�
47 ゴールスキー 牡8黒鹿57 F．ベリー �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 492－ 6 〃 クビ 22．7�

（愛）

59 キョウワダッフィー 牡7鹿 56 福永 祐一�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 470－ 21：23．8	 7．3	
612 レーザーバレット 牡7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 478－ 2 〃 アタマ 17．0

48 マルカフリート 牡9鹿 56 田中 勝春日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 ハナ 97．8�
11 ロ ゴ タ イ プ 牡5黒鹿58 C．デムーロ 吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 500－ 21：23．9
 5．7�

（仏）

611 キョウエイアシュラ 牡8鹿 57 石橋 脩田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 470＋ 31：24．0クビ 202．7
510 グレープブランデー 牡7黒鹿58 北村 宏司 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B540＋ 4 〃 クビ 33．8�
23 � ジョーメテオ 牡9鹿 56 吉原 寛人上田けい子氏 小久保 智 静内 田中 裕之 520＋ 11：24．21	 88．9�

（浦和） （川崎）

35 � ポアゾンブラック 牡6青鹿56 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 524－ 11：24．3クビ 26．9�
24 � サトノタイガー 牡7黒鹿56 御神本訓史里見 治氏 小久保 智 千歳 社台ファーム 476＋ 61：25．04 12．9�

（浦和） （大井）

816� サトノプリンシパル 牡5鹿 56 川須 栄彦里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-
take Iida B556－ 41：25．2
 8．9�

12 キクノストーム 牡6鹿 56 国分 恭介菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 494－ 61：25．62	 46．7�
815 シルクフォーチュン 牡9鹿 56 G．ブノワ �シルクレーシング 藤沢 則雄 新冠 中地 義次 470－ 21：25．92 87．6�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 224，285，900円 複勝： 317，607，000円 枠連： 167，940，800円 馬連： 856，565，100円 馬単： 389，745，000円
ワイド： 330，868，400円 3連複： 1，172，654，100円 3連単： 2，021，062，000円 5重勝： 692，112，900円 計： 6，172，841，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 170円 � 1，200円 枠 連（3－7） 690円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 300円 �� 3，270円 �� 3，940円

3 連 複 ��� 13，290円 3 連 単 ��� 48，330円

5 重 勝
対象競走：東京9R／京都10R／東京10R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 273，090円

票 数

単勝票数 計2242859 的中 � 521974（1番人気）
複勝票数 計3176070 的中 � 800521（1番人気）� 527110（2番人気）� 42909（13番人気）
枠連票数 計1679408 的中 （3－7） 188500（1番人気）
馬連票数 計8565651 的中 �� 927168（1番人気）
馬単票数 計3897450 的中 �� 200945（1番人気）
ワイド票数 計3308684 的中 �� 334714（1番人気）�� 23654（37番人気）�� 19598（44番人気）
3連複票数 計11726541 的中 ��� 66162（44番人気）
3連単票数 計20210620 的中 ��� 30316（146番人気）
5重勝票数 計6921129 的中 ����� 1774

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．5―35．3―47．6―59．5―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エアハリファ �
�
父 Discreet Cat �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2011．11．20 京都2着

2009．2．14生 牡6鹿 母 Chez La Femme 母母 She’s Ecstatic 18戦8勝 賞金 199，469，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の29頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）29頭 アスカノロマン号・ウォータールルド号・エアウルフ号・エスメラルディーナ号・カネトシイナーシャ号・キズマ号・

キングヒーロー号・コスモソーンパーク号・ゴーイングパワー号・ゴールデンナンバー号・サンマルデューク号・
ジョヴァンニ号・シンボリエンパイア号・スズカセクレターボ号・ストロングサウザー号・タイセイファントム号・
タールタン号・ナガラオリオン号・ブライトライン号・フリートストリート号・ベルゲンクライ号・マルカプレジオ号・
ミヤジエルビス号・メイショウツチヤマ号・ランリョウオー号・レオンビスティー号・レッドアルヴィス号・
ロングロウ号・ワンダーコロアール号

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりエアハリファ号は，フェブラリーステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

03024 2月1日 晴 重 （27東京1）第2日 第12競走 ��2，100�サラブレッド系4歳以上
発走16時25分 （ダート・左）

1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

712 ロワジャルダン 牡4鹿 56 C．デムーロ �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 502＋ 82：12．4 3．6�
（仏）

45 エルズミーア 牡4黒鹿56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 568± 02：12．61� 4．4�
711 グランドサッシュ 牡4黒鹿56 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋122：12．7� 49．1�
813 エンキンドル 牡4青 56 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 548－ 42：13．12� 9．5�
22 ホワイトフリート 牡5芦 57 横山 典弘 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 472－ 22：13．2� 6．8�
69 トウカイエントリー 牡4栗 56 北村 宏司内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 486± 02：13．3クビ 3．9	
57 マキノクィーン 牝5鹿 55 後藤 浩輝島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 498＋ 42：13．61� 76．1

610 ナムラショウリ 牡5鹿 57 F．ベリー 奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 B450－ 62：13．91� 107．5�

（愛）

46 ワンダフルニュース 牡4栗 56 田辺 裕信島田 久氏 尾関 知人 日高 浜本 幸雄 490＋ 22：14．11� 136．7�
33 サトノバセロン 牡4青鹿56 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 512＋ 22：14．52� 13．3
814� ヤマカツティラノ 牡6鹿 57 田中 勝春山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 480－102：14．6クビ 210．4�
11 モンサンアルビレオ 牝4栗 54 的場 勇人山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 468－ 2 〃 ハナ 23．8�
58 オペラハット 牡4鹿 56 吉原 寛人小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 454＋ 42：14．92 16．1�

（川崎）

34 デルマハンニャ 牝5鹿 55 柴田 大知浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 452＋ 22：16．39 107．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 109，371，000円 複勝： 140，902，100円 枠連： 58，000，300円
馬連： 304，451，800円 馬単： 142，528，500円 ワイド： 127，854，400円
3連複： 358，515，300円 3連単： 641，066，200円 計： 1，882，689，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 180円 � 770円 枠 連（4－7） 800円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，730円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 13，680円 3 連 単 ��� 32，480円

票 数

単勝票数 計1093710 的中 � 241586（1番人気）
複勝票数 計1409021 的中 � 232606（3番人気）� 236961（2番人気）� 34761（9番人気）
枠連票数 計 580003 的中 （4－7） 55841（2番人気）
馬連票数 計3044518 的中 �� 269434（2番人気）
馬単票数 計1425285 的中 �� 63405（2番人気）
ワイド票数 計1278544 的中 �� 80117（3番人気）�� 11427（27番人気）�� 9587（29番人気）
3連複票数 計3585153 的中 ��� 19655（43番人気）
3連単票数 計6410662 的中 ��� 14309（118番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．8―13．1―13．0―13．1―13．2―12．9―12．1―11．5―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．5―31．3―44．4―57．4―1：10．5―1：23．7―1：36．6―1：48．7―2：00．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロワジャルダン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．18 中山1着

2011．3．24生 牡4鹿 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス 5戦3勝 賞金 30，970，000円
〔発走状況〕 モンサンアルビレオ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 モンサンアルビレオ号は，平成27年2月2日から平成27年3月3日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

５レース目



（27東京1）第2日 2月1日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 186頭 本 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

235，670，000円
8，580，000円
1，770，000円
21，300，000円
72，354，000円
5，922，800円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
770，768，200円
1，079，147，500円
530，983，200円
2，263，085，300円
1，137，673，600円
986，404，100円
2，860，346，500円
4，769，457，900円
692，112，900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 15，089，979，200円

総入場人員 30，731名 （有料入場人員 29，448名）
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