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03049 2月14日 晴 良 （27東京1）第5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

714 トーセンメリッサ 牝3青 54
51 ▲石川裕紀人島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋ 61：28．5 23．6�
713 ショウナンカサロ 牝3青鹿54 後藤 浩輝国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 444－ 2 〃 クビ 13．8�
47 ツウローゼズ 牝3黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 450＋ 61：28．6クビ 12．7�
59 スラリーアイス 牝3黒鹿54 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 452－ 21：28．7� 4．9�
35 ペイシャンスパイ 牝3鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 菅原 泰夫 新冠 隆栄牧場 B460＋ 81：28．91 15．1�
48 スールキートス 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也	日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 484－ 21：29．11� 2．8

816 ヤマニンシャンデル 牝3栗 54 田中 勝春土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 440－ 21：29．2クビ 11．9�
815 ソサエティクイーン 牝3栗 54 戸崎 圭太 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 440＋ 21：29．73 9．3�
12 アンジェリー 牝3黒鹿54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 468± 01：29．8クビ 6．6
24 ディナミック 牝3栗 54 柴田 大知栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 480－ 41：30．12 21．2�
36 ミヤビヴィグラス 牝3栗 54 和田 竜二村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 468＋221：30．31� 66．3�
23 カ ル ミ ア 牝3栗 54 横山 和生キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド 410－ 41：30．72� 227．4�
11 カゼニモマケズ 牝3栗 54 伊藤 工真江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 434－ 21：31．01� 93．9�
612 カインドネス 牝3鹿 54 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 41：31．95 99．9�
510 タイセイブラッサム 牝3黒鹿54 池添 謙一田中 成奉氏 伊藤 大士 新ひだか 山田牧場 448＋141：32．64 150．3�

（15頭）
611 ネイムザデイ 牝3芦 54 吉田 豊 	サンデーレーシング 杉浦 宏昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，395，200円 複勝： 39，446，900円 枠連： 17，830，000円
馬連： 62，655，500円 馬単： 32，204，500円 ワイド： 35，491，800円
3連複： 81，806，100円 3連単： 108，692，000円 計： 401，522，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，360円 複 勝 � 830円 � 490円 � 480円 枠 連（7－7） 18，010円

馬 連 �� 12，910円 馬 単 �� 27，850円

ワ イ ド �� 3，240円 �� 2，730円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 37，500円 3 連 単 ��� 286，550円

票 数

単勝票数 差引計 233952（返還計 81） 的中 � 7912（10番人気）
複勝票数 差引計 394469（返還計 85） 的中 � 12005（9番人気）� 21796（8番人気）� 22231（7番人気）
枠連票数 差引計 178300（返還計 8 ） 的中 （7－7） 767（28番人気）
馬連票数 差引計 626555（返還計 711） 的中 �� 3761（38番人気）
馬単票数 差引計 322045（返還計 126） 的中 �� 867（79番人気）
ワイド票数 差引計 354918（返還計 200） 的中 �� 2809（35番人気）�� 3341（30番人気）�� 4489（25番人気）
3連複票数 差引計 818061（返還計 942） 的中 ��� 1636（95番人気）
3連単票数 差引計1086920（返還計 1336） 的中 ��� 275（662番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．3―13．7―13．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―36．2―49．9―1：03．1―1：15．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンメリッサ �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．9．20 新潟6着

2012．4．16生 牝3青 母 トーセンマドンナ 母母 ヒダカゲラン 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 ネイムザデイ号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕トーセンメリッサ号の騎手石川裕紀人は，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10，000円。（被害馬：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 ケラマブルー号・ストレートプレイ号・ゼンザイ号・デルマゴシンゾサン号・ビップフライト号・

プリエルトウショウ号・フレンドマキシマム号・マダムヤッコ号

03050 2月14日 晴 良 （27東京1）第5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

24 オーマイホース 牡3鹿 56 岩田 康誠髙岡 義雄氏 清水 英克 新ひだか 見上牧場 470± 02：16．1 9．2�
611� ミ ス エ リ カ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太荒牧 政美氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B500＋ 6 〃 クビ 4．5�
23 ジョッセルフェルト 牡3鹿 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 490－ 62：16．2クビ 9．5�
815 エイワカンベエ 牡3黒鹿56 田辺 裕信永井公太郎氏 菊川 正達 浦河 ミルファーム 474＋ 22：17．05 98．3�
59 クラウンリバティー 牡3鹿 56 北村 宏司矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 484－ 6 〃 アタマ 5．7�
714 トーセンテレマーク 牡3青鹿56 吉田 豊島川 	哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 494＋ 22：18．06 14．2

713 ラブアストン 牡3青鹿56 三浦 皇成 M・

Kenichiホールディング� 小島 茂之 日高 モリナガファーム 426－142：18．21� 89．7�
612 トーセンアプローズ 牡3鹿 56 小野寺祐太島川 	哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－122：18．3	 48．0
35 サトノギャラクシー 牡3青鹿56 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 522＋ 42：18．72� 3．8�
12 スタンプラリー 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人�BijouRacing 高橋 文雅 日高 長谷川牧場 448＋ 22：19．12� 51．0�
11 ソラトブライオン 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹福田 光博氏 根本 康広 新ひだか 下屋敷牧場 498＋102：19．31� 273．7�
510 フクノコニャック 
3鹿 56 松岡 正海福島 祐子氏 新開 幸一 新ひだか 岡田牧場 B482－102：19．4クビ 20．4�
48 トミケンルーシッド 牡3栗 56 和田 竜二冨樫 賢二氏 松永 康利 新ひだか 佐藤 陽一 464－ 22：19．5	 72．9�
36 グラスエンプレス 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 496－ 62：19．6� 188．4�
816 ドリームダン 牡3栗 56 F．ベリー セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 村上牧場 482＋ 62：19．7クビ 6．9�

（愛）

47 マイネルサフィルス 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ムラカミファーム B492－ 22：20．44 26．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，073，900円 複勝： 32，375，000円 枠連： 16，379，000円
馬連： 53，112，700円 馬単： 27，902，900円 ワイド： 28，537，000円
3連複： 65，849，100円 3連単： 85，455，900円 計： 331，685，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 290円 � 210円 � 270円 枠 連（2－6） 1，330円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 5，610円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，350円 �� 970円

3 連 複 ��� 7，280円 3 連 単 ��� 48，280円

票 数

単勝票数 計 220739 的中 � 19166（5番人気）
複勝票数 計 323750 的中 � 26924（6番人気）� 45223（3番人気）� 29812（4番人気）
枠連票数 計 163790 的中 （2－6） 9494（6番人気）
馬連票数 計 531127 的中 �� 16915（9番人気）
馬単票数 計 279029 的中 �� 3730（24番人気）
ワイド票数 計 285370 的中 �� 9452（7番人気）�� 5333（20番人気）�� 7532（13番人気）
3連複票数 計 658491 的中 ��� 6783（29番人気）
3連単票数 計 854559 的中 ��� 1283（177番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―12．1―12．4―12．5―13．2―13．4―14．0―13．3―13．1―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．6―30．7―43．1―55．6―1：08．8―1：22．2―1：36．2―1：49．5―2：02．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．9―3F39．9
1
3
10－（4，11）－（2，5）（1，14）－（8，12，16）13，9－15（3，7）6
10（4，11）＝2－（1，5）（14，16）（8，9）－12－（15，13）－3，6，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オーマイホース �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．10．25 東京4着

2012．3．14生 牡3鹿 母 スナークエレガント 母母 エルフィッシュ 5戦1勝 賞金 6，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルプレアデス号
（非抽選馬） 3頭 アメリカンストーム号・カゼノゴトク号・パームリーフ号
※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５日



03051 2月14日 晴 良 （27東京1）第5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

23 ツクバスマイル 牝3青鹿54 蛯名 正義荻原 昭二氏 尾形 充弘 平取 清水牧場 498－ 41：39．1 2．2�
714 デストリーライズ 牡3鹿 56 内田 博幸広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 488－ 81：39．52� 6．3�
611 クラウンシャイン 牡3栗 56 三浦 皇成�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 462＋201：39．82 10．8�
816 ラインフェルス 牡3栗 56 北村 宏司村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 478＋ 21：39．9クビ 32．4�
11 ナモンブライアン 牡3青 56 吉田 豊�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 500± 0 〃 クビ 25．0�
36 トーセンモバイル 牡3鹿 56 岡部 誠島川 	哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 492－ 41：40．11 56．4


（愛知）

815 アドマイヤドラゴン 牡3鹿 56 柴田 善臣近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B474－ 4 〃 アタマ 6．1�
35 トーセンリバティ 牡3鹿 56 武士沢友治島川 	哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 526± 01：40．95 34．6�
47 レ ベ ニ ュ ー 牡3黒鹿56 浜中 俊嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 472－ 41：41．0� 16．5
24 タイセイエナジー 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 484＋101：41．42� 234．0�
713 クラウンロベルト 牡3青鹿56 横山 和生�クラウン 小野 次郎 浦河 高昭牧場 446＋ 21：42．25 17．6�
612 ハーモニーノヴェル 牡3芦 56 池添 謙一日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 畠山牧場 530＋261：42．3� 204．6�
59 ヤマニンバリトン 牡3栗 56 F．ベリー 土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 488－ 41：42．61� 9．1�

（愛）

48 ハイドンセット 牡3鹿 56 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 466＋ 61：43．02� 27．8�
12 アポロメイン 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 浦河 山春牧場 518＋ 21：43．1クビ 179．1�
510 ブラウンシップ 牡3栗 56 田辺 裕信谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 B472＋ 81：44．48 162．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，477，400円 複勝： 40，761，500円 枠連： 18，728，000円
馬連： 63，229，400円 馬単： 37，982，800円 ワイド： 34，013，200円
3連複： 80，740，500円 3連単： 116，095，100円 計： 419，027，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 170円 � 280円 枠 連（2－7） 540円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 330円 �� 690円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 8，790円

票 数

単勝票数 計 274774 的中 � 96597（1番人気）
複勝票数 計 407615 的中 � 120880（1番人気）� 56513（2番人気）� 26551（5番人気）
枠連票数 計 187280 的中 （2－7） 26656（1番人気）
馬連票数 計 632294 的中 �� 62964（1番人気）
馬単票数 計 379828 的中 �� 28790（1番人気）
ワイド票数 計 340132 的中 �� 29707（1番人気）�� 12229（6番人気）�� 7058（14番人気）
3連複票数 計 807405 的中 ��� 18225（7番人気）
3連単票数 計1160951 的中 ��� 9573（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．0―47．1―59．9―1：12．9―1：25．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．0―3F39．2
3 13（3，9）16，2，15，10，1，8，11－（7，12）－14，6－（4，5） 4 13（3，9）16（2，1，15）（11，8）7（10，12）14－6（4，5）

勝馬の
紹 介

ツクバスマイル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2015．1．5 中山6着

2012．3．31生 牝3青鹿 母 エ ス ピ ヨ ン 母母 トリッキーコード 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ハーモニーノヴェル号は，枠入り不良。発走時刻1分遅延。
〔調教再審査〕 ハーモニーノヴェル号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラウンシップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月14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 アルファマリニン号・ケンリュウセイ号・ティティショウジュ号
※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。

03052 2月14日 晴 良 （27東京1）第5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

58 ミュゼゴースト 牡3黒鹿56 北村 宏司髙橋 仁氏 大江原 哲 新ひだか 城地 清満 508＋ 22：02．1 5．3�
712 ゴージャスガール 牝3黒鹿54 田辺 裕信飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 438＋ 6 〃 アタマ 7．8�
34 ニシノハッスル 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 496－ 42：02．2� 4．2�
11 スペキュロス 牡3鹿 56 戸崎 圭太伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 496± 02：02．3� 2．4�
57 ブレイクエース 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 6 〃 クビ 7．3�
610 レイニングバイオ 牡3鹿 56 大野 拓弥バイオ	 牧 光二 新冠 川島牧場 448－ 42：02．51	 12．4

22 ウインセイヴィア 牡3栗 56 松岡 正海	ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 460－ 22：02．92� 49．0�
33 イダクァイマ 牡3栗 56 柴山 雄一張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B512－ 22：03．0� 254．8�
45 ファジーシステム 牡3鹿 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 424－102：03．21� 103．5
69 ラインキュート 牝3栗 54 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 418＋ 82：03．83� 268．8�
46 トーセンパンサー 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム 438± 02：04．22� 39．9�

813 オ フ ィ ー ル 牝3栗 54 江田 照男	G1レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B444＋102：04．73 240．3�
711 フ ェ ー ビ ー 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 鎌田 正嗣 438＋142：04．8� 298．1�
814 ツクバレガーロ 牡3栗 56 後藤 浩輝細谷 武史氏 蛯名 利弘 日高 坂田牧場 B476＋142：06．7大差 106．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，039，100円 複勝： 44，564，800円 枠連： 16，803，800円
馬連： 62，918，100円 馬単： 36，620，500円 ワイド： 33，428，600円
3連複： 78，854，000円 3連単： 127，608，400円 計： 430，837，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 220円 � 160円 枠 連（5－7） 1，230円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 560円 �� 430円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 17，790円

票 数

単勝票数 計 300391 的中 � 45331（3番人気）
複勝票数 計 445648 的中 � 69472（3番人気）� 44630（4番人気）� 82440（2番人気）
枠連票数 計 168038 的中 （5－7） 10560（5番人気）
馬連票数 計 629181 的中 �� 22931（9番人気）
馬単票数 計 366205 的中 �� 7251（13番人気）
ワイド票数 計 334286 的中 �� 15163（7番人気）�� 20375（4番人気）�� 13109（8番人気）
3連複票数 計 788540 的中 ��� 19928（9番人気）
3連単票数 計1276084 的中 ��� 5198（57番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．1―11．9―12．1―12．6―12．8―12．0―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．9―37．0―48．9―1：01．0―1：13．6―1：26．4―1：38．4―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F35．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミュゼゴースト �
�
父 バ ゴ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2014．8．31 新潟7着

2012．3．14生 牡3黒鹿 母 トリプルタイム 母母 シェナンドアワルツ 5戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 ブレイクエース号の騎手岩田康誠は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000円。

ミュゼゴースト号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クラレンスハウス号
（非抽選馬） 2頭 カワキタコクリコ号・ミストラ号



03053 2月14日 晴 良 （27東京1）第5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

48 グレーターロンドン 牡3鹿 56 北村 宏司窪田 康志氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 460 ―1：37．3 1．3�
713 ルールザユニバース 牝3鹿 54 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 440 ―1：37．72� 10．7�
510 ジュモートリステ 牝3栗 54 蛯名 正義 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム 462 ―1：37．91� 6．3�
11 クールエイジア 牡3鹿 56 柴田 善臣�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 454 ―1：38．11� 47．2�
714 アキトジュピター 牝3鹿 54 柴田 大知岡田 昭利氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 474 ―1：38．42 52．0	
816 ポップスキャット 牝3黒鹿54 横山 和生 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 450 ―1：38．5クビ 24．4

815 レッドカノーヴァ 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム 472 ― 〃 クビ 14．6�
59 トウカイエンプレス 牝3黒鹿54 武士沢友治内村 正則氏 栗田 博憲 日高 福満牧場 436 ―1：38．92� 187．9�
24 アフェクトダンサー 牝3鹿 54 村田 一誠中江 隆一氏 高市 圭二 新冠 片倉 拓司 492 ―1：39．11� 223．0

（フヨウマングローブ）

611 テ イ ク ツ ル 牡3栗 56 横山 典弘 K.C．タン氏 和田 正道 日高 高柳 隆男 450 ―1：39．2クビ 27．2�
47 プチテアートル 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 410 ―1：39．41� 77．9�

23 コスモヴェルフェン 牡3黒鹿56 池添 謙一 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 456 ―1：39．71	 121．8�
12 フォアーナインジー 牝3栗 54 松岡 正海松本 俊廣氏 勢司 和浩 日高 天羽 禮治 372 ―1：39．8	 279．7�
35 トーセンブルース 牝3黒鹿54 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 436 ―1：40．01� 73．6�
36 ソングトゥソール 牝3鹿 54 伊藤 工真石瀬 浩三氏 尾形 和幸 日高 鹿戸 武光 436 ―1：40．21� 281．9�
612 プレツィオーゼ 牡3鹿 56 和田 竜二高橋 一恵氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 440 ― （競走中止） 60．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，406，300円 複勝： 95，112，600円 枠連： 19，413，300円
馬連： 60，076，600円 馬単： 48，124，600円 ワイド： 30，935，300円
3連複： 69，062，400円 3連単： 140，906，700円 計： 500，037，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 160円 � 130円 枠 連（4－7） 460円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 250円 �� 200円 �� 520円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 2，140円

票 数

単勝票数 計 364063 的中 � 216854（1番人気）
複勝票数 計 951126 的中 � 700385（1番人気）� 44740（3番人気）� 68468（2番人気）
枠連票数 計 194133 的中 （4－7） 32070（3番人気）
馬連票数 計 600766 的中 �� 85836（2番人気）
馬単票数 計 481246 的中 �� 60277（2番人気）
ワイド票数 計 309353 的中 �� 32586（2番人気）�� 44684（1番人気）�� 12702（5番人気）
3連複票数 計 690624 的中 ��� 58453（1番人気）
3連単票数 計1409067 的中 ��� 47537（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．2―13．3―12．3―11．6―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―37．7―51．0―1：03．3―1：14．9―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレーターロンドン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ドクターデヴィアス 初出走

2012．5．23生 牡3鹿 母 ロンドンブリッジ 母母 オールフオーロンドン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 プレツィオーゼ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アリビアール号・ウエスタンレオーネ号・エターナルクライ号・サトノダイレンサ号・ザハッピエスト号・

シュガーベイ号・シンディーア号・スイートネージュ号・タイドミュージック号・ティアップデザイヤ号・
ナーティーボーイ号・ノーススウェル号・ペルセフォネ号・マンハッタンガビー号・モアザンソニック号・
ラブノキセキ号・ロッカフェスタ号・ワンディトウショウ号

03054 2月14日 晴 良 （27東京1）第5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）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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
1：34．1
1：33．3

不良
良

24 ト ゥ ル ッ リ 牡3芦 56 後藤 浩輝�ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ
ファーム 476＋ 21：37．9 31．8�

36 � ノーザンバローズ 牡3鹿 56 川田 将雅猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Craig D.
Upham 484＋ 21：38．0� 2．7�

713 ノンコノユメ 牡3栃栗 56
53 ▲石川裕紀人山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448－ 41：38．42� 3．4�

11 メイプルレインボー 牡3栗 56 柴田 善臣節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 472± 01：39．03� 29．8�
12 ヒルノマレット 牡3黒鹿56 和田 竜二�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 488－ 21：39．1� 58．9�
47 スモークフリー 牡3芦 56 岩田 康誠 	社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 526－ 8 〃 クビ 4．3

815 ノースランドボーイ 牡3青 56 村田 一誠河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 496－ 21：39．2� 37．0�
816� ウォリアーズソウル 牡3鹿 56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana
Farms, LLC 512± 01：39．62� 27．8�

612 タイセイアニマート 牡3黒鹿56 田中 勝春田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 464± 01：39．81� 58．3
23 キングノヨアケ 牡3黒鹿56 石橋 脩平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 490＋ 61：39．9� 227．4�
48 ストリートキャップ 牡3芦 56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 466± 01：40．0クビ 11．6�
35 ティアップブロンド 牝3栗 54 浜中 俊田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 504＋ 81：40．74 27．1�
714 マコトダッソー 牡3栗 56 柴田 大知�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 492＋141：40．91 154．6�
510 クロフネビームス 牝3芦 54 三浦 皇成古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 458＋ 21：41．0� 18．7�
611 カラダロマン 牡3鹿 56 吉田 豊子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 468－ 21：41．31	 353．0�
59 キングデュナミス 牡3鹿 56 田辺 裕信村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 438－161：44．8大差 111．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，301，900円 複勝： 54，965，600円 枠連： 22，926，500円
馬連： 85，112，800円 馬単： 45，658，500円 ワイド： 47，723，100円
3連複： 105，256，500円 3連単： 144，999，700円 計： 547，944，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，180円 複 勝 � 450円 � 140円 � 150円 枠 連（2－3） 3，000円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 13，210円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，510円 �� 280円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 57，190円

票 数

単勝票数 計 413019 的中 � 10390（9番人気）
複勝票数 計 549656 的中 � 20884（9番人気）� 128469（1番人気）� 103079（2番人気）
枠連票数 計 229265 的中 （2－3） 5909（12番人気）
馬連票数 計 851128 的中 �� 17072（12番人気）
馬単票数 計 456585 的中 �� 2592（42番人気）
ワイド票数 計 477231 的中 �� 7911（16番人気）�� 7364（20番人気）�� 51164（2番人気）
3連複票数 計1052565 的中 ��� 16169（16番人気）
3連単票数 計1449997 的中 ��� 1838（149番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―12．2―12．7―12．7―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．4―46．6―59．3―1：12．0―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ゥ ル ッ リ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Zafonic デビュー 2014．11．30 東京1着

2012．3．16生 牡3芦 母 カ ー メ リ タ 母母 Silver Lane 4戦2勝 賞金 14，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングデュナミス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月14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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リーガルプレゼンス号



03055 2月14日 晴 良 （27東京1）第5日 第7競走 ��
��1，300�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 7，500，000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
1：16．4
1：16．4

重
重

815� アサクサレーサー 牡4黒鹿57 岩田 康誠田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 490－ 41：19．3 4．4�
11 フィンデルムンド 牡7鹿 57 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：19．72	 9．5�
36 スズカオーショウ 牡4栗 57 和田 竜二永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 512＋141：19．8	 31．3�
24 
� ディプロムソング 牡4芦 57 的場 勇人林 正道氏 的場 均 米 Southern Equine

Stables, LLC 484＋ 21：19．9クビ 22．2�
23 カウンターハッセキ 牡4鹿 57 横山 和生井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 B452－ 6 〃 クビ 62．2�
59 ベストリーダー 牝4栗 55 岡部 誠 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋161：20．0クビ 172．6	
（愛知）

510� ジャズコンボ 牡4栗 57 内田 博幸礒川 正明氏 松永 康利 新冠 平山牧場 450± 01：20．31� 23．0

47 ジ ョ バ イ ロ 牡5鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 41：20．51� 24．8�
714 ニシノラピート 牝4栗 55 浜中 俊西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 B466－ 4 〃 クビ 24．7�
816
 ブルーミーフラワー 牡4鹿 57 F．ベリー クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 488＋ 81：20．81� 3．2�
（愛）

612 シゲルホウオウザ 牡5鹿 57 後藤 浩輝森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 462＋ 4 〃 クビ 26．0�
35 デルマオソマツ 牡4黒鹿57 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 464－ 81：21．01 6．3�
12 サクセスコード 牡4黒鹿57 戸崎 圭太吉田 正志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム B506± 01：21．21� 6．0�
713� デモクラシー 牡4鹿 57 柴山 雄一藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 458＋ 21：21．51� 247．3�
611 コロナプリンセス 牝4栗 55 矢野 貴之鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 信岡牧場 470＋141：22．56 447．5�

（大井）

48 コマノガレオス 牡6鹿 57 田中 勝春長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 522－101：23．13	 62．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，232，900円 複勝： 47，941，500円 枠連： 29，283，500円
馬連： 82，480，600円 馬単： 38，986，800円 ワイド： 41，403，700円
3連複： 93，787，600円 3連単： 125，440，200円 計： 492，556，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 230円 � 250円 � 570円 枠 連（1－8） 390円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 930円 �� 2，100円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 23，750円 3 連 単 ��� 83，350円

票 数

単勝票数 計 332329 的中 � 59807（2番人気）
複勝票数 計 479415 的中 � 58894（3番人気）� 52441（5番人気）� 18894（10番人気）
枠連票数 計 292835 的中 （1－8） 57834（1番人気）
馬連票数 計 824806 的中 �� 25455（10番人気）
馬単票数 計 389868 的中 �� 8020（11番人気）
ワイド票数 計 414037 的中 �� 11934（9番人気）�� 5019（23番人気）�� 3022（43番人気）
3連複票数 計 937876 的中 ��� 2961（82番人気）
3連単票数 計1254402 的中 ��� 1091（274番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．8―12．2―12．3―12．2―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―17．8―29．6―41．8―54．1―1：06．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アサクサレーサー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ

2011．3．8生 牡4黒鹿 母 ウインドヴェイン 母母 ラスリングカプス 6戦1勝 賞金 12，700，000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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キーコレクション号
（非抽選馬） 3頭 アイアピール号・エジル号・ハルズハッピー号
※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。

03056 2月14日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27東京1）第5日 第8競走 ��3，100�

しゅんれい

春麗ジャンプステークス
発走14時00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，J・GⅠ競走1着馬3�増，J・
GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード3：22．0良・稍重

46 エーシンホワイティ 牡8鹿 60 北沢 伸也�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 516－ 83：25．5 1．8�
58 ダノンゴールド 牡6黒鹿60 西谷 誠�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B538－ 83：25．6� 4．1�
34 ソ ン ブ レ ロ 牡5鹿 60 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 478＋ 83：26．87 5．1�
814 マキオボーラー 牡5黒鹿60 平沢 健治猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 浦河 馬道 繁樹 474－ 23：27．65 68．6�
711 カ ウ ウ ェ ラ 牡5青鹿60 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 462＋ 23：27．81� 15．1	
610 テイエムスラッガー 牡4栗 59 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 454－ 63：28．65 131．0

712 フ ァ イ ヤ ー 牡7青鹿60 森 一馬深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 518－10 〃 アタマ 10．9�
22 メジロサンノウ 牡7黒鹿60 山本 康志岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞�湖 メジロ牧場 476＋ 63：29．34 64．4�
45 マイネルアダマス 牡6鹿 60 上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム 450＋ 43：29．4	 116．5
57 テイエムオペラドン 牡6鹿 60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 482＋143：29．82	 99．1�
69 ニライジンク 牡6栗 60 熊沢 重文�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 514＋ 23：30．54 51．7�
11 プレミアムウォーズ 
6栗 60 小野寺祐太中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 476± 03：30．6	 281．5�
33 � トーセンタイガー 牡7鹿 60 江田 勇亮島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B560＋203：30．7クビ 210．0�
813 コスモソユーズ 牡7栗 60 草野 太郎 �ビッグレッドファーム 田中 剛 新ひだか マークリ牧場 504＋123：33．8大差 48．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，279，300円 複勝： 50，629，100円 枠連： 23，540，400円
馬連： 65，811，600円 馬単： 46，460，800円 ワイド： 34，162，700円
3連複： 85，989，500円 3連単： 179，250，600円 計： 515，124，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（4－5） 330円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 170円 �� 170円 �� 320円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，240円

票 数

単勝票数 計 292793 的中 � 129346（1番人気）
複勝票数 計 506291 的中 � 291865（1番人気）� 54913（2番人気）� 52066（3番人気）
枠連票数 計 235404 的中 （4－5） 55210（1番人気）
馬連票数 計 658116 的中 �� 137264（1番人気）
馬単票数 計 464608 的中 �� 75011（1番人気）
ワイド票数 計 341627 的中 �� 52791（2番人気）�� 58280（1番人気）�� 21502（4番人気）
3連複票数 計 859895 的中 ��� 141724（1番人気）
3連単票数 計1792506 的中 ��� 103986（2番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 52．2－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーシンホワイティ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．6．28 阪神4着

2007．3．27生 牡8鹿 母 ライジングサンデー 母母 タレンテイドガール 障害：8戦5勝 賞金 99，920，000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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アルトゥバン号・カントリースノー号・テンジンキヨモリ号・テーオーゼウス号・ドリームハヤテ号・

ラッキーストリーク号
（非抽選馬） 4頭 クリノテンペスタ号・テイエムセイリュウ号・ボストンプラチナ号・ミヤコデラックス号



03057 2月14日 晴 良 （27東京1）第5日 第9競走 ��
��1，600�テ レ ビ 山 梨 杯

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

テレビ山梨賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

23 キミノナハセンター 牡4鹿 57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476± 01：34．7 3．1�
35 オコレマルーナ 牡6青鹿57 F．ベリー 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 452＋ 61：34．91 5．7�
（愛）

46 カピオラニパレス 牡7芦 57 岩田 康誠横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 528－ 61：35．0� 9．4�
713 トーセンジャステス 牡5鹿 57 田辺 裕信島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 546－10 〃 ハナ 36．6�
815 ラインハーディー 牝4栗 55 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 494－ 4 〃 クビ 8．2	
59 ウインフェニックス 牡4鹿 57 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 470－ 61：35．1クビ 4．3

58 ベルプラージュ 牝4黒鹿55 吉田 豊 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 450± 0 〃 クビ 43．3�
610 サクラダムール 牡5鹿 57 松岡 正海�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 478－ 61：35．2� 6．6
47 カ ー バ 牡6青鹿57 石川裕紀人�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 498－ 2 〃 アタマ 214．7�
611 シュピッツェ 牝6鹿 55 戸崎 圭太吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 480－ 8 〃 クビ 52．2�
22 ディープサウンド 牡7鹿 57 柴田 善臣増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 486± 01：35．41	 61．5�
11 マイネルシェルト 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 21：35．5� 63．7�
814 カグニザント 
7黒鹿57 後藤 浩輝 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 478＋ 21：35．71	 72．3�
712 ショウナンラムジ 牡6鹿 57 三浦 皇成国本 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 504＋ 6 〃 ハナ 38．3�
34 コスモトゥルーラヴ 牡6鹿 57 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 504＋ 21：35．8クビ 134．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，932，300円 複勝： 80，488，900円 枠連： 28，231，200円
馬連： 144，734，000円 馬単： 62，747，800円 ワイド： 62，002，800円
3連複： 162，127，200円 3連単： 237，648，100円 計： 820，912，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 200円 � 250円 枠 連（2－3） 920円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 470円 �� 710円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 10，510円

票 数

単勝票数 計 429323 的中 � 107901（1番人気）
複勝票数 計 804889 的中 � 194245（1番人気）� 93594（4番人気）� 69273（6番人気）
枠連票数 計 282312 的中 （2－3） 23664（3番人気）
馬連票数 計1447340 的中 �� 108213（3番人気）
馬単票数 計 627478 的中 �� 24988（4番人気）
ワイド票数 計 620028 的中 �� 35850（3番人気）�� 22068（8番人気）�� 13295（14番人気）
3連複票数 計1621272 的中 ��� 40843（10番人気）
3連単票数 計2376481 的中 ��� 16386（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―36．1―48．5―1：00．8―1：12．0―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キミノナハセンター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー 2013．8．11 函館3着

2011．5．24生 牡4鹿 母 グレイトサンライズ 母母 Grace And Glory 11戦3勝 賞金 48，254，000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。

03058 2月14日 晴 良 （27東京1）第5日 第10競走 ��
��1，400�

ぎんてい

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

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

11 アンズチャン 牝4鹿 55 三浦 皇成ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 470＋ 41：24．8 4．1�
35 � クリノエリザベス 牝4鹿 55 岩田 康誠栗本 博晴氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 510＋201：24．9	 5．6�
611� セ イ ラ 牝6栗 55 田中 勝春萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 484－ 6 〃 ハナ 59．8�
815 トーセンマイティ 牡4鹿 57 浜中 俊島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 514＋ 81：25．11 5．8�
59 テ ム ジ ン 牡6鹿 57 蛯名 正義熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 490＋ 21：25．2
 15．4�
47 プリサイスエース 牡4栗 57 伊藤 工真井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 502－ 21：25．3クビ 28．3	
24 ケンエンブレム 牡7鹿 57 岡部 誠中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 466± 0 〃 クビ 118．7


（愛知）

713 エリアコンプリート 牡6栗 57 吉田 豊前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 462－ 41：25．4	 31．1�
23 ヘアーオブザドッグ 牡6鹿 57 柴山 雄一平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 528－ 41：25．5	 71．9�
816 タマブラックホール 牡6黒鹿57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 512－ 61：25．71� 14．2
612 バーディーイーグル 牡5鹿 57 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 498± 0 〃 ハナ 4．8�
48 フォルテリコルド 牡6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 554－ 2 〃 クビ 51．0�
714 ビ ッ グ ギ グ 牡4栗 57 F．ベリー 吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 524＋ 21：25．91� 8．5�

（愛）

510 ス ザ ク 牡4鹿 57 小坂 忠士一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか グランド牧場 488＋ 21：26．0クビ 30．1�
36 � ローレンルーナ 牡6鹿 57 江田 照男林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 490＋ 21：26．1	 51．6�
12 デンコウヒノマル 牡4栗 57 熊沢 重文田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 492＋101：26．2	 37．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，246，200円 複勝： 81，326，500円 枠連： 42，408，000円
馬連： 168，441，500円 馬単： 70，966，000円 ワイド： 71，195，500円
3連複： 195，170，000円 3連単： 275，857，600円 計： 952，611，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 230円 � 1，600円 枠 連（1－3） 1，240円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 670円 �� 4，730円 �� 5，470円

3 連 複 ��� 33，380円 3 連 単 ��� 133，150円

票 数

単勝票数 計 472462 的中 � 90706（1番人気）
複勝票数 計 813265 的中 � 139506（2番人気）� 96293（4番人気）� 9951（16番人気）
枠連票数 計 424080 的中 （1－3） 26486（5番人気）
馬連票数 計1684415 的中 �� 89569（3番人気）
馬単票数 計 709660 的中 �� 20283（5番人気）
ワイド票数 計 711955 的中 �� 29288（3番人気）�� 3751（51番人気）�� 3233（59番人気）
3連複票数 計1951700 的中 ��� 4384（104番人気）
3連単票数 計2758576 的中 ��� 1502（423番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．9―12．1―11．9―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．8―47．9―59．8―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンズチャン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．6．15 東京1着

2011．4．12生 牝4鹿 母 パラダイスバード 母母 サイレントハピネス 11戦4勝 賞金 56，664，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 アメージングタクト号・アンリヴィールド号・カーティスバローズ号・ゲンパチメジャー号・コウユーサムライ号・

コーリンギデオン号・ストーミングスター号・セイカフォルテ号・タガノトネール号・ダンシングミッシー号・
ビッグリバティ号・メイショウオセアン号・モエレジュンキン号・ラヴィアンクレール号・ワイドエクセレント号

※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。



03059 2月14日 晴 良 （27東京1）第5日 第11競走 ��
��1，600�第50回デイリー杯クイーンカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
牝，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

デイリースポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 34，000，000円 14，000，000円 8，500，000円 5，100，000円 3，400，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

36 キャットコイン 牝3栗 54 柴田 善臣 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋ 41：34．0 4．4�

714 ミッキークイーン 牝3鹿 54 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 424－20 〃 クビ 8．5�
611 ロ カ 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 492± 01：34．1クビ 3．2�
713 アンドリエッテ 牝3鹿 54 川田 将雅永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 426－12 〃 クビ 19．6�
35 メイショウメイゲツ 牝3鹿 54 吉田 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 428－ 41：34．2	 23．0�
11 シングウィズジョイ 牝3青鹿54 内田 博幸 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 456＋ 21：34．3クビ 16．7	
24 ロッカフラベイビー 牝3黒鹿54 三浦 皇成山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：34．4
 13．2

612 クイーンズターフ 牝3青鹿54 池添 謙一合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452＋ 6 〃 ハナ 47．1�
59 ホワイトウインド 牝3芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 450± 0 〃 ハナ 103．7�
815 カービングパス 牝3鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 458－ 41：34．5	 14．2
12 ダノングラシアス 牝3黒鹿54 岩田 康誠�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 496± 01：34．6	 10．5�
23 スマートプラネット 牝3鹿 54 田辺 裕信田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 446± 01：34．7	 11．3�
48 ブルックデイル 牝3青鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 444＋ 41：35．97 14．8�
47 � ティーズアライズ 牝3栗 54 矢野 貴之立山 伸二氏 嶋田 幸晴 浦河 杵臼牧場 440＋ 2 〃 ハナ 363．5�

（大井） （大井）

816 ラ ク ア ミ 牝3栗 54 戸崎 圭太西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 440－121：36．11� 89．4�
510� ジュエルクイーン 牝3青鹿54 岡部 誠杉山 忠国氏 川西 毅 新ひだか 明治牧場 476－14 〃 ハナ 204．7�

（愛知） （愛知）

（16頭）

売 得 金
単勝： 157，561，400円 複勝： 236，328，800円 枠連： 120，036，700円
馬連： 536，729，600円 馬単： 228，423，100円 ワイド： 217，986，300円
3連複： 716，462，800円 3連単： 1，090，219，900円 計： 3，303，748，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 250円 � 160円 枠 連（3－7） 900円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 680円 �� 440円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 11，550円

票 数

単勝票数 計1575614 的中 � 283437（2番人気）
複勝票数 計2363288 的中 � 387762（2番人気）� 203963（3番人気）� 433068（1番人気）
枠連票数 計1200367 的中 （3－7） 102762（2番人気）
馬連票数 計5367296 的中 �� 239835（2番人気）
馬単票数 計2284231 的中 �� 59917（4番人気）
ワイド票数 計2179863 的中 �� 80553（2番人気）�� 132197（1番人気）�� 65456（4番人気）
3連複票数 計7164628 的中 ��� 198647（1番人気）
3連単票数 計10902199 的中 ��� 68401（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．5―11．8―12．0―11．4―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．1―46．9―58．9―1：10．3―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャットコイン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．10．11 東京1着

2012．3．4生 牝3栗 母 ストレイキャット 母母 ローミンレイチェル 3戦3勝 賞金 51，689，000円
※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 パイナワレア号・ファンシーリシェス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

03060 2月14日 晴 良 （27東京1）第5日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走16時25分 （芝・左）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：44．2
1：43．9

良
良

510 レッドオリヴィア 牝4鹿 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 434－ 41：47．1 6．8�
611 シュンドルボン 牝4青鹿54 田辺 裕信�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 488± 01：47．2� 4．5�
35 マリアライト 牝4黒鹿54 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 426＋101：47．3� 4．4�
59 ディオジェーヌ 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 424－10 〃 ハナ 29．2�
816 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝6鹿 55 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444± 01：47．62 62．6	
612 レイヌドネージュ 牝5鹿 55 F．ベリー �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 488－ 4 〃 アタマ 9．6


（愛）

24 ア ン レ ー ル 牝5鹿 55 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 470＋101：47．7クビ 6．4�
713 カレンケカリーナ 牝5黒鹿55 浜中 俊鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 498－ 81：47．91� 9．6�
47 デルフィーノ 牝4青鹿54 横山 典弘 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム 452＋ 21：48．0� 9．5
11 ガーネットチャーム 牝6鹿 55 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 438± 01：48．1� 71．9�
714 フェニーチェ 牝6鹿 55

52 ▲石川裕紀人広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 472＋ 2 〃 ハナ 79．9�
36 コスモスターター 牝5栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 4 〃 クビ 47．4�
12 キュリオスティー 牝4鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440± 01：48．2クビ 21．0�
23 ヴァンデミエール 牝4鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 21：48．41� 311．5�
48 フ ァ ー ゴ 牝6栗 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 クビ 48．4�
815 カウニスクッカ 牝4鹿 54 伊藤 工真大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 466± 0 〃 ハナ 42．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，412，300円 複勝： 115，933，900円 枠連： 53，666，200円
馬連： 216，802，600円 馬単： 89，440，700円 ワイド： 95，800，600円
3連複： 249，900，600円 3連単： 373，357，300円 計： 1，266，314，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 190円 � 150円 � 150円 枠 連（5－6） 800円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 440円 �� 660円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 11，890円

票 数

単勝票数 計 714123 的中 � 83423（4番人気）
複勝票数 計1159339 的中 � 138831（3番人気）� 221201（1番人気）� 201473（2番人気）
枠連票数 計 536662 的中 （5－6） 51502（2番人気）
馬連票数 計2168026 的中 �� 121966（2番人気）
馬単票数 計 894407 的中 �� 21676（6番人気）
ワイド票数 計 958006 的中 �� 55436（2番人気）�� 35417（5番人気）�� 68162（1番人気）
3連複票数 計2499006 的中 ��� 88928（1番人気）
3連単票数 計3733573 的中 ��� 22765（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．7―47．8―59．9―1：11．7―1：23．2―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

レッドオリヴィア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．5．10 京都8着

2011．3．21生 牝4鹿 母 アドマイヤリッチ 母母 レ ー ス 6戦3勝 賞金 26，244，000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。



（27東京1）第5日 2月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 186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

254，340，000円
2，080，000円
7，960，000円
2，290，000円
23，240，000円
74，654，500円
5，922，800円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
562，358，200円
919，875，100円
409，246，600円
1，602，105，000円
765，519，000円
732，680，600円
1，985，006，300円
3，005，531，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，982，322，300円

総入場人員 25，071名 （有料入場人員 23，977名）
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