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03061 2月15日 晴 良 （27東京1）第6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

611 スレッジハンマー 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 日高 豊洋牧場 474＋ 21：20．8 3．5�

23 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡3鹿 56 北村 宏司�ラ・メール 新開 幸一 新冠 赤石 久夫 474－ 21：21．12 4．1�
713 シンボリセザンヌ 牡3鹿 56 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 B482＋ 41：21．84 61．5�
510 センコウノマイヒメ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也ホースアディクト杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 498＋18 〃 クビ 45．3�
35 ブランニュー 牡3黒鹿56 吉田 豊島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 458＋ 41：21．9クビ 6．6�
36 ヴェイルドスケール 牡3鹿 56 C．デムーロ 	社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 544＋ 4 〃 アタマ 7．1


（仏）

815 ロックフォール 牡3黒鹿56 柴田 善臣四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 432－ 61：22．0� 5．8�
816 エイコオアルバ 牡3鹿 56 柴山 雄一木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 B518－ 4 〃 クビ 24．5�
24 ルーシーイズマイン 牝3鹿 54 武士沢友治小林 照弘氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 464± 01：22．1� 81．1
11 トウショウチャート 牡3栗 56 柴田 大知トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか 鳥谷 勝彦 438＋121：22．2クビ 101．3�
12 ハクサンゲイン 牡3栗 56 田中 勝春篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 456＋ 21：22．51� 87．8�
714 ゴールデンワトル 牝3栗 54 勝浦 正樹 	シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 436＋181：22．71� 109．5�
59 キリョウヨシ 牝3鹿 54 江田 照男北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 藤原牧場 478－ 6 〃 アタマ 19．5�
48 ハッピーホリハル 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹堀口 晴男氏 谷原 義明 新冠 新冠伊藤牧場 448－101：22．8� 403．9�
612 ユ ン ゼ イ 牡3鹿 56 浜中 俊大塚 亮一氏 矢野 英一 新冠 村上 雅規 448± 01：23．22� 38．1�
47 イ シ ス 牝3青鹿54 三浦 皇成 M・

Kenichiホールディング� 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 462＋201：23．62� 15．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，521，900円 複勝： 45，328，600円 枠連： 19，470，400円
馬連： 75，599，600円 馬単： 38，846，400円 ワイド： 39，999，500円
3連複： 96，401，600円 3連単： 121，741，100円 計： 464，909，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 160円 � 1，040円 枠 連（2－6） 740円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 320円 �� 3，160円 �� 4，350円

3 連 複 ��� 16，220円 3 連 単 ��� 56，180円

票 数

単勝票数 計 275219 的中 � 62186（1番人気）
複勝票数 計 453286 的中 � 95088（1番人気）� 87630（2番人気）� 7272（11番人気）
枠連票数 計 194704 的中 （2－6） 20360（3番人気）
馬連票数 計 755996 的中 �� 74433（1番人気）
馬単票数 計 388464 的中 �� 21444（1番人気）
ワイド票数 計 399995 的中 �� 36979（1番人気）�� 2999（36番人気）�� 2161（41番人気）
3連複票数 計 964016 的中 ��� 4456（49番人気）
3連単票数 計1217411 的中 ��� 1571（159番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―11．9―13．2―12．5―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．3―30．2―43．4―55．9―1：08．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スレッジハンマー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 King’s Best デビュー 2014．11．15 東京3着

2012．3．29生 牡3鹿 母 ベストタッセルド 母母 Tasseled 5戦1勝 賞金 9，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エースナンバー号
（非抽選馬） 5頭 サンコールドウェル号・セイウンアサヒ号・ブラゾンドゥリス号・ホッカイブラザーズ号・リミットブレイク号
※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15日 晴 良 （27東京1）第6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

36 ヒラボクカイザー 牡3黒鹿56 北村 宏司�平田牧場 大竹 正博 浦河 高昭牧場 464 ―1：27．2 6．1�
12 ト ワ エ モ ア 牝3鹿 54 浜中 俊中辻 明氏 日吉 正和 日高 アイズスタッド株式会社 476 ―1：27．62� 7．6�
35 シュピーゲル 牡3黒鹿56 田辺 裕信水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 476 ―1：28．02� 5．1�
611 シュネルシュタルク 牡3鹿 56 田中 勝春岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 512 ―1：28．31� 4．9�
59 バ イ カ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西森 鶴氏 高橋 義博 新ひだか ニシケンフアーム 532 ―1：28．72� 98．6�
714 ヴ ァ ロ ー ア 牝3鹿 54 後藤 浩輝	ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 谷川牧場 458 ― 〃 ハナ 7．6

11 パ ス レ ル 牝3芦 54 蛯名 正義落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 444 ―1：29．02 28．1�
47 ラ バ ニ ー ユ 牝3芦 54 村田 一誠�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 402 ―1：29．1� 17．6�
612 ノ ア ブ ギ ー 牡3栗 56 江田 照男佐山 公男氏 天間 昭一 平取 原田 新治 478 ―1：29．95 103．0
24 サクラストラーダ 牝3栗 54 伊藤 工真�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 山田牧場 476 ―1：30．11 40．4�
713 リンガスプライム 牡3栗 56 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 472 ―1：30．41� 4．6�
815 サ ル ビ ア 牝3栗 54 柴田 大知キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 464 ―1：30．82� 75．5�
48 メイショウメラボシ 牝3鹿 54 福永 祐一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 440 ―1：30．9� 62．4�
23 トワノキラメキ 牝3鹿 54 木幡 初広河村 �平氏 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 492 ―1：31．32� 85．9�
510 エリースプライト 牝3鹿 54 柴山 雄一谷川 正純氏 岩戸 孝樹 新ひだか 村上牧場 420 ―1：32．15 183．5�

（キョウミシンシン）

816 スプリングムサシ 牡3鹿 56 F．ベリー 加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 432 ―1：35．6大差 30．7�
（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，314，200円 複勝： 30，251，500円 枠連： 23，349，400円
馬連： 56，023，800円 馬単： 30，161，000円 ワイド： 27，931，800円
3連複： 67，292，200円 3連単： 84，440，200円 計： 340，764，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 240円 � 190円 枠 連（1－3） 890円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 870円 �� 570円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 26，070円

票 数

単勝票数 計 213142 的中 � 27704（4番人気）
複勝票数 計 302515 的中 � 37384（4番人気）� 30795（6番人気）� 45285（3番人気）
枠連票数 計 233494 的中 （1－3） 20195（5番人気）
馬連票数 計 560238 的中 �� 16903（15番人気）
馬単票数 計 301610 的中 �� 4564（28番人気）
ワイド票数 計 279318 的中 �� 8034（15番人気）�� 12998（4番人気）�� 9392（9番人気）
3連複票数 計 672922 的中 ��� 12805（13番人気）
3連単票数 計 844402 的中 ��� 2348（96番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．8―12．9―12．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．6―37．4―50．3―1：03．0―1：14．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクカイザー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2012．3．13生 牡3黒鹿 母 カネトシディザイア 母母 ゴーンプロフェッショナル 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプリングムサシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月15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） 4頭 エンパイアサンデー号・サクラベルカント号・シンジナイト号・ユキンコ号
※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15日 晴 良 （27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）

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

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

12 タマモボレロ 牝3鹿 54 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 474－ 61：40．7 2．5�
714 カスミチャン 牝3芦 54 北村 宏司吉田 勝利氏 奥村 武 新ひだか 前田牧場 424－ 8 〃 クビ 23．5�
59 イヌイジェニー 牝3黒鹿54 村田 一誠井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 B460－ 81：40．8クビ 82．4�
36 ウエバフラッシュ 牝3栗 54 三浦 皇成上羽 浩平氏 加藤 和宏 伊達 高橋農場 478－10 〃 クビ 9．4�
611 マカワオクイーン 牝3栗 54 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 472＋ 41：41．01� 7．5�
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± 01：41．42� 3．0	
24 パルパルパピヨン 牝3鹿 54 田辺 裕信堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 472± 01：41．5クビ 12．3

11 ダイヤモンドバブル 牝3鹿 54 C．デムーロ 吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 470－ 61：43．09 8．7�

（仏）

612 ナンヨーチーク 牝3栗 54 田中 勝春中村 德也氏 畠山 吉宏 浦河 三好牧場 508－ 41：43．63� 202．2�
35 サ ン セ ド ナ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 448＋ 21：43．7� 533．4
23 ガトーネグロ 牝3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 436－ 81：44．02 70．0�
48 デルマオトミサン 牝3青鹿54 大庭 和弥浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 484－ 61：44．21� 525．1�
47 グ ル ブ ル 牝3栗 54 大野 拓弥ホースアディクト根本 康広 浦河 村下農場 446－ 61：44．3クビ 191．2�
815 ケンブリッジノア 牝3栃栗54 伊藤 工真中西 宏彰氏 星野 忍 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 444－ 81：45．04 117．5�
510 ア テ イ ン 牝3栗 54 嘉藤 貴行紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 千葉飯田牧場 452± 01：45．32 765．4�
713 ローズハット 牝3栗 54 柴田 大知平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 原田牧場 448± 01：47．1大差 320．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，873，100円 複勝： 41，679，000円 枠連： 22，033，100円
馬連： 79，621，000円 馬単： 47，201，000円 ワイド： 39，143，500円
3連複： 97，193，300円 3連単： 147，550，000円 計： 508，294，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 560円 � 810円 枠 連（1－7） 2，570円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 2，370円 �� 8，000円

3 連 複 ��� 30，750円 3 連 単 ��� 109，820円

票 数

単勝票数 計 338731 的中 � 106811（1番人気）
複勝票数 計 416790 的中 � 101693（1番人気）� 16028（7番人気）� 10404（8番人気）
枠連票数 計 220331 的中 （1－7） 6621（10番人気）
馬連票数 計 796210 的中 �� 16068（14番人気）
馬単票数 計 472010 的中 �� 7101（21番人気）
ワイド票数 計 391435 的中 �� 8421（14番人気）�� 4236（21番人気）�� 1230（35番人気）
3連複票数 計 971933 的中 ��� 2370（55番人気）
3連単票数 計1475500 的中 ��� 974（242番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．7―48．4―1：01．8―1：14．8―1：27．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモボレロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．12．27 中山2着

2012．2．21生 牝3鹿 母 チャームダンス 母母 ダンシングゴッデス 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 イヌイジェニー号の騎手村田一誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローズハット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月15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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スペシャルガール号・トキメキグレース号・ヒメノエルフ号
（非抽選馬） 3頭 アドラビリティ号・アンドトゥモロー号・ディスコルディア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03064 2月15日 晴 良 （27東京1）第6日 第4競走 ��
��1，600�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
1：31．3
1：30．7

良
良

12 ブレイクザポケット 牡3鹿 56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430＋ 41：36．8 1．8�

815 パ ン デ イ ア 牝3青 54 C．デムーロ �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 418＋ 2 〃 クビ 3．7�
（仏）

23 アイノカケハシ 牝3鹿 54 後藤 浩輝國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 412＋ 21：36．9� 37．5�
713 プラントアゲン 牝3黒鹿54 田辺 裕信浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 440± 01：37．11� 7．0�
611 ダイワスキャンプ 牡3鹿 56 柴田 善臣大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 420－ 41：37．31� 10．5�
59 ミガーナワン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人大友 靖岐氏 相沢 郁 新冠 オリエント牧場 436－101：37．4� 188．9	
36 コスモアルヘナ 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 478－ 2 〃 クビ 16．2

714 フランシスカ 牝3芦 54 横山 和生小島 誠人氏 勢司 和浩 安平 追分ファーム 442＋101：37．5	 160．7�
11 ハッピーパウダー 牝3鹿 54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 416－121：37．6クビ 35．7�
24 ケイツーノート 牝3鹿 54 武士沢友治楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 酒井 秀紀 464＋101：37．92 64．4
48 ハッピーテティス 牝3栗 54 石橋 脩石瀬 浩三氏 松山 将樹 日高 鹿戸 武光 450－ 61：38．0	 310．0�
35 ニシノエルドール 牡3栗 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 伊藤 大士 浦河 高昭牧場 418＋ 41：38．21� 327．7�
816 レオフラッパー 牝3栗 54 大野 拓弥�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 452＋ 41：38．3� 28．8�
510 ユ ノ 牝3芦 54 小野寺祐太�ミルファーム 南田美知雄 新冠 大栄牧場 422＋12 〃 クビ 305．8�
47 シーキングザライト 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 清水 小野瀬 晃司 474＋ 61：38．51 270．4�
612 カロリンピリカ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 鵜木 唯義 406－ 81：39．03 363．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，932，200円 複勝： 68，403，300円 枠連： 21，063，500円
馬連： 73，346，200円 馬単： 50，980，700円 ワイド： 40，656，900円
3連複： 91，778，400円 3連単： 156，745，100円 計： 538，906，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 350円 枠 連（1－8） 300円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 200円 �� 700円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 7，430円

票 数

単勝票数 計 359322 的中 � 158694（1番人気）
複勝票数 計 684033 的中 � 371273（1番人気）� 89771（2番人気）� 19694（6番人気）
枠連票数 計 210635 的中 （1－8） 52870（1番人気）
馬連票数 計 733462 的中 �� 157580（1番人気）
馬単票数 計 509807 的中 �� 72698（1番人気）
ワイド票数 計 406569 的中 �� 64169（1番人気）�� 13342（9番人気）�� 5530（17番人気）
3連複票数 計 917784 的中 ��� 23671（9番人気）
3連単票数 計1567451 的中 ��� 15291（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．5―48．4―1：01．4―1：13．5―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレイクザポケット �
�
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 2014．11．8 東京3着

2012．2．14生 牡3鹿 母 シュペリユール 母母 ファビラスラフイン 3戦1勝 賞金 8，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 セイカヒカワザカ号・フクノグローリア号
（非抽選馬） 1頭 ダイワズットラブ号
※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15日 晴 良 （27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 （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
1：34．1
1：33．3

不良
良

68 サンジャクソン 牡3黒鹿56 柴田 善臣加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 田中スタッド 482 ―1：41．3 7．4�
711� サウンドジャンゴ 牡3鹿 56 福永 祐一増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus

Stables 510 ―1：41．4� 4．3�
813 メイショウナガマサ 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 524 ― 〃 クビ 1．9�

69 レイディルアレナ 牡3鹿 56 内田 博幸�佐藤牧場 高橋 文雅 新冠 カミイスタット 526 ―1：41．93 16．0�
（法634）

710 スプリングブレスト 牝3黒鹿54 田辺 裕信加藤 春夫氏 松永 康利 様似 堀 弘康 500 ―1：43．49 80．3�
57 トーホウハンター 牡3栗 56 江田 照男東豊物産	 牧 光二 日高 竹島 幸治 488 ―1：43．72 55．4

45 ニーマルゴールド 牡3栗 56 吉田 豊板橋 秋氏 田村 康仁 日高 下河辺牧場 472 ―1：44．01� 76．7�
33 ジョーグラファイト 牡3鹿 56 C．デムーロ 上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 高橋 修 500 ―1：44．53 9．8�

（仏）

812 マッカナバラ 牝3芦 54 勝浦 正樹	協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 472 ―1：44．6� 38．9
22 トーセンレイザー 牡3黒鹿56 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 456 ―1：44．7� 8．0�
44 タイセイフライト 牡3黒鹿56 西村 太一田中 成奉氏 羽月 友彦 日高 中川 欽一 464 ―1：45．23 50．3�
11 ブラヴューラ 牡3鹿 56 大野 拓弥田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 456 ―1：46．58 235．9�
56 トーアハーモニー 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹高山ランド	 星野 忍 豊浦トーア牧場 458 ―1：48．5大差 324．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 29，933，300円 複勝： 36，426，800円 枠連： 19，024，900円
馬連： 62，497，300円 馬単： 41，385，000円 ワイド： 30，097，900円
3連複： 70，821，600円 3連単： 117，855，200円 計： 408，042，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 140円 � 140円 � 110円 枠 連（6－7） 1，130円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 480円 �� 290円 �� 220円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 9，150円

票 数

単勝票数 計 299333 的中 � 32220（3番人気）
複勝票数 計 364268 的中 � 55676（3番人気）� 62619（2番人気）� 102588（1番人気）
枠連票数 計 190249 的中 （6－7） 12954（5番人気）
馬連票数 計 624973 的中 �� 28756（6番人気）
馬単票数 計 413850 的中 �� 8094（13番人気）
ワイド票数 計 300979 的中 �� 13991（5番人気）�� 26632（2番人気）�� 37764（1番人気）
3連複票数 計 708216 的中 ��� 58042（1番人気）
3連単票数 計1178552 的中 ��� 9334（26番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．9―13．5―14．1―12．8―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―36．8―50．3―1：04．4―1：17．2―1：29．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F36．9
3 7，8，11（4，9，13）3（5，12）（2，10）＝（1，6） 4 7，8（11，13）（4，9，3）－（5，12，10）2＝1，6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンジャクソン �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

2012．5．13生 牡3黒鹿 母 キャンディスマイル 母母 ロイヤルスマイルⅡ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 レイディルアレナ号は，枠入り不良。
〔その他〕 トーアハーモニー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 トーアハーモニー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年3月15日まで出走できない。
※タイセイフライト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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15日 晴 良 （27東京1）第6日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・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
1：19．6
1：19．0

良
良

48 � アルビアーノ 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 米
Helen Alexander
& Helen Groves
Rev Trust

518＋ 41：22．1 4．3�
612 ダノンシーザー 牡3鹿 56 内田 博幸�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 462－121：22．41� 27．8�
713 オメガタックスマン 牡3鹿 56 C．デムーロ 原 	子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464＋101：22．82
 3．3�

（仏）

23 ダイトウキョウ 牡3鹿 56 福永 祐一市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 460＋ 41：23．01� 5．0�
36 ダイワコンプリート 牡3鹿 56 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 516＋ 81：23．1
 55．9�
24 オープンザウェイ 牡3栗 56 勝浦 正樹�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 458± 0 〃 ハナ 8．1	
12 マイネルエスパス 牡3青鹿56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 498＋ 61：23．2
 58．6

815 ニシノクラッチ 牡3黒鹿56 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 494＋101：23．3クビ 8．1�
47 ホームゲーム 牝3栗 54 江田 照男平川 浩之氏 蛯名 利弘 新ひだか 畠山牧場 470± 01：23．51� 267．1�
11 コ ン テ ナ 牡3鹿 56 F．ベリー 住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 588＋101：23．6
 19．2

（愛）

510 ド ル メ ロ 牡3黒鹿56 浜中 俊�NICKS 庄野 靖志 浦河 高村牧場 456－ 6 〃 アタマ 24．3�
59 カゼノトビラ 牝3鹿 54 柴田 善臣福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 460＋ 8 〃 クビ 188．4�
714� イ ッ テ ツ 牡3鹿 56 横山 典弘林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-

stown Stud 466－ 61：24．34 15．6�
816 コウソクコーナー 牡3鹿 56 後藤 浩輝野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：24．61� 40．7�
35 � プレッツェル 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 418＋ 21：24．92 430．7�
611 コスモキーマン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 川越ファーム 454－121：26．17 66．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，678，000円 複勝： 66，039，300円 枠連： 26，130，100円
馬連： 99，330，300円 馬単： 48，593，200円 ワイド： 49，027，300円
3連複： 121，449，800円 3連単： 161，928，900円 計： 614，176，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 530円 � 160円 枠 連（4－6） 5，150円

馬 連 �� 7，120円 馬 単 �� 9，920円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 430円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 8，370円 3 連 単 ��� 52，380円

票 数

単勝票数 計 416780 的中 � 76829（2番人気）
複勝票数 計 660393 的中 � 99626（3番人気）� 24104（8番人気）� 122817（1番人気）
枠連票数 計 261301 的中 （4－6） 3925（17番人気）
馬連票数 計 993303 的中 �� 10801（26番人気）
馬単票数 計 485932 的中 �� 3673（36番人気）
ワイド票数 計 490273 的中 �� 4900（31番人気）�� 32563（2番人気）�� 7382（18番人気）
3連複票数 計1214498 的中 ��� 10871（26番人気）
3連単票数 計1619289 的中 ��� 2241（157番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．3―47．5―59．0―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アルビアーノ �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Unbridled デビュー 2015．1．5 中山1着

2012．2．6生 牝3鹿 母 Antics 母母 Aurora 2戦2勝 賞金 13，200，000円
〔発走状況〕 コウソクコーナー号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔調教再審査〕 コウソクコーナー号は，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。



03067 2月15日 晴 良 （27東京1）第6日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

23 � ポンデザムール 牡5黒鹿 57
54 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 524＋ 81：39．2 14．9�

815 メガオパールカフェ 牡4栗 57 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 538＋ 2 〃 ハナ 3．7�
24 アサクサスターズ 牡4栗 57 C．デムーロ 田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 488＋ 21：39．83� 2．0�

（仏）

11 イントロダクション 牝4栗 55 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 438＋ 61：39．9� 6．9�
35 オメガグランディス 牡4鹿 57 F．ベリー 原 	子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 500－ 61：40．0クビ 45．8�

（愛）

59 � アンリキャトル 牡4黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 470－ 41：40．21 9．5	
12 ツクバホシノオー 牡4鹿 57 蛯名 正義荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 510＋ 21：40．62� 11．7

713� マスソングウインド 牡4黒鹿57 村田 一誠上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 500－ 21：40．81
 244．0�
47 イデアオブクィーン 牝4芦 55 松岡 正海益田 修一氏 石栗 龍彦 浦河 大道牧場 404＋ 21：41．01 130．6�
612 デルマシズカチャン 牝4栗 55

52 ▲石川裕紀人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B480＋ 81：41．1� 72．3
36 � オ フ ィ シ エ 牡5鹿 57 柴山 雄一伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 466－ 6 〃 クビ 292．6�
611 カシノレント 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 494± 01：41．41� 514．6�
714 ファストソング 牝5栗 55 田辺 裕信田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 500＋101：42．35 47．8�
510 ボンジュールキラリ 牡4黒鹿57 大野 拓弥田中善次郎氏 高木 登 日高 道見牧場 508＋14 〃 クビ 33．8�
816 エフティマルス �4鹿 57

54 ▲木幡 初也吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 500＋ 41：43．57 297．1�
（15頭）

48 クリアーパッション 牝4鹿 55 江田 照男下河辺隆行氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 33，581，500円 複勝： 50，640，300円 枠連： 27，356，200円
馬連： 92，717，400円 馬単： 52，300，500円 ワイド： 44，870，100円
3連複： 110，016，900円 3連単： 186，683，400円 計： 598，166，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 230円 � 130円 � 110円 枠 連（2－8） 330円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 6，490円

ワ イ ド �� 550円 �� 390円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 14，820円

票 数

単勝票数 計 335815 的中 � 17970（6番人気）
複勝票数 計 506403 的中 � 36203（6番人気）� 95445（2番人気）� 160738（1番人気）
枠連票数 計 273562 的中 （2－8） 64199（1番人気）
馬連票数 計 927174 的中 �� 33503（9番人気）
馬単票数 計 523005 的中 �� 6042（20番人気）
ワイド票数 計 448701 的中 �� 17368（8番人気）�� 25743（4番人気）�� 86467（1番人気）
3連複票数 計1100169 的中 ��� 78180（4番人気）
3連単票数 計1866834 的中 ��� 9129（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．9―48．5―1：01．5―1：14．1―1：26．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ポンデザムール �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Sadler’s Wells

2010．5．27生 牡5黒鹿 母 クールドフランス 母母 Irish Order 24戦1勝 賞金 19，378，000円
初出走 JRA

〔出走取消〕 クリアーパッション号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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） 2頭 グッドラックミー号・コアレスキング号
（非抽選馬） 1頭 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。

03068 2月15日 晴 良 （27東京1）第6日 第8競走 ��
��2，400�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
2：22．1
2：22．1

良
良

24 エルヴィスバローズ 牡7鹿 57 F．ベリー 猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B512＋ 42：26．7 3．7�

（愛）

36 リボントリコロール 牝5芦 55 横山 典弘 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 448＋ 62：27．01� 7．5�
713 カムイミンタラ 牡5鹿 57 C．デムーロ �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 502± 02：27．1	 3．2�

（仏）

714 バスティード 牡4栗 56 三浦 皇成古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 ムラカミファーム 470－ 82：27．2	 23．3�
12 タイセイグルーヴィ 牡6鹿 57 内田 博幸田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 470± 02：27．3	 12．5	
611
 ショウナンバッハ 牡4鹿 56 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 434－ 42：27．4� 9．3

35 ダークサイド 牡4黒鹿56 江田 照男星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 466± 0 〃 アタマ 27．6�
510 ゴールドメイン 牡5栗 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 468± 02：27．5	 5．5�
23 プロフェッサー 牡6鹿 57 後藤 浩輝近藤 英子氏 奥村 武 浦河 辻 牧場 470＋ 42：27．71� 47．3
59 
 レッドレイラ 牝5鹿 55

52 ▲石川裕紀人 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 浦河 鎌田 正嗣 460－ 22：28．01� 268．2�
47 ロンギングケイシー 牡4黒鹿56 横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B494－ 4 〃 ハナ 148．3�
11 トーセンウィンドウ 牝5栗 55

52 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 468＋262：28．21� 84．3�

48 マイネルクレイズ 牡5黒鹿57 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 ハシモトフアーム 492± 0 〃 クビ 44．6�

816 ソムニアシチー 牝5鹿 55 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 470＋ 22：30．1大差 47．0�
815 レッドオラシオン 牡4芦 56 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B464－ 22：30．31� 161．7�
612 ディアイッセイ 牡4鹿 56 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 武田牧場 514＋ 42：34．7大差 502．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，336，400円 複勝： 60，915，600円 枠連： 25，918，000円
馬連： 115，698，400円 馬単： 54，557，600円 ワイド： 52，393，500円
3連複： 136，563，900円 3連単： 191，326，400円 計： 676，709，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 190円 � 130円 枠 連（2－3） 920円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 490円 �� 250円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 7，820円

票 数

単勝票数 計 393364 的中 � 84916（2番人気）
複勝票数 計 609156 的中 � 114836（2番人気）� 70394（4番人気）� 130511（1番人気）
枠連票数 計 259180 的中 （2－3） 21676（4番人気）
馬連票数 計1156984 的中 �� 62981（5番人気）
馬単票数 計 545576 的中 �� 17399（8番人気）
ワイド票数 計 523935 的中 �� 25340（5番人気）�� 60898（1番人気）�� 26967（4番人気）
3連複票数 計1365639 的中 ��� 69569（2番人気）
3連単票数 計1913264 的中 ��� 17724（10番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．1―12．3―12．3―12．9―12．3―12．2―12．3―11．9―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．9―36．0―48．3―1：00．6―1：13．5―1：25．8―1：38．0―1：50．3―2：02．2―2：14．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エルヴィスバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2010．12．5 阪神5着

2008．3．17生 牡7鹿 母 フ ァ ー ザ 母母 Baya 43戦3勝 賞金 50，942，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアイッセイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月15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） 2頭 ウインインスパイア号・センショウゴールド号
※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15日 晴 良 （27東京1）第6日 第9競走 ��
��1，400�

お お し ま

大 島 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，26．2．15以降27．2．8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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

23 ノ ウ レ ッ ジ 牡5鹿 56 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512＋ 21：24．7 4．6�

48 トウカイビジョン 牡5鹿 55 田辺 裕信内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 498－ 4 〃 クビ 9．7�
713 ベリートゥベリー 牡5鹿 55 田中 勝春北所 直人氏 高木 登 様似 髙村 伸一 470－ 21：24．8クビ 6．8�
510 ゲマインシャフト 牡5鹿 56 北村 宏司丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 504± 01：25．01 6．1�
611 パーティードレス 牝4栗 52 横山 典弘原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 476＋10 〃 ハナ 26．9�
47 ゴールドシェンロン 牡4栗 55 大野 拓弥田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 460－ 2 〃 クビ 6．9�
36 ヒ ナ ア ラ レ 牝4栗 52 勝浦 正樹	イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 474－ 61：25．1� 46．1

24 レッツサッチャー 牝4栗 51 武士沢友治大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 486± 01：25．52	 269．4�
612 オーゴンボルト 牡4黒鹿54 柴山 雄一永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム B520＋ 21：25．6クビ 175．8�
35 レッドジョーカー 牡7黒鹿54 柴田 善臣 東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 B522－ 21：26．13 19．8�
59 レッドロンメル 牡4栗 56 浜中 俊 東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492－ 21：26．41� 5．9�
816
 ホワイトプラネット 牝5芦 52 村田 一誠石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B498－ 4 〃 クビ 69．9�
714 スマートレパード �5栃栗55 C．デムーロ 大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 飛野牧場 B488－ 81：26．61� 11．7�

（仏）

11 フェアリーライン 牝6鹿 51 吉田 豊 	キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム B536－ 41：26．92 149．6�
815 ウェイトアンドシー 牡4黒鹿54 江田 照男岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 502＋ 81：27．0	 42．4�
12 ヴィンテージイヤー 牡6鹿 56 福永 祐一 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B522＋ 41：28．06 16．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，016，200円 複勝： 81，747，100円 枠連： 45，707，200円
馬連： 174，341，700円 馬単： 73，572，100円 ワイド： 71，099，700円
3連複： 203，698，200円 3連単： 293，620，800円 計： 990，803，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 260円 � 190円 枠 連（2－4） 1，040円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 530円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 6，130円 3 連 単 ��� 37，650円

票 数

単勝票数 計 470162 的中 � 81317（1番人気）
複勝票数 計 817471 的中 � 130657（1番人気）� 73297（6番人気）� 117872（2番人気）
枠連票数 計 457072 的中 （2－4） 34023（5番人気）
馬連票数 計1743417 的中 �� 46378（12番人気）
馬単票数 計 735721 的中 �� 11423（18番人気）
ワイド票数 計 710997 的中 �� 15036（15番人気）�� 36323（2番人気）�� 14895（16番人気）
3連複票数 計2036982 的中 ��� 24907（16番人気）
3連単票数 計2936208 的中 ��� 5653（109番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．3―12．2―12．4―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．5―34．8―47．0―59．4―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ウ レ ッ ジ �
�
父 Street Sense �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2012．7．14 新潟1着

2010．1．23生 牡5鹿 母 チャリティークエスト 母母 Sweet Charity 18戦3勝 賞金 61，825，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）16頭 アテーナーズブレス号・エバーダンシング号・カフェラビリンス号・ジョージジョージ号・スズヨストラ号・

チャンスメイク号・ツインキャンドル号・ナスケンリュウジン号・ファイトユアソング号・フランチャイズ号・
ペガサスジュニア号・ヤマチョウフェア号・ラブユー号・ラブリースター号・リアルモード号・ロトラトゥール号

※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。

03070 2月15日 晴 良 （27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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

814 オメガヴェンデッタ �4鹿 57 浜中 俊原 	子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 508± 01：21．9 7．5�
611 マ カ ハ 牡6鹿 57 内田 博幸広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B466± 0 〃 ハナ 6．9�
712 オースミナイン 牡5鹿 57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 478＋ 61：22．0
 4．8�
34 レッドファルクス 牡4芦 57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 472＋141：22．1クビ 22．7�
23 ハングリージャック 牡8黒鹿57 C．デムーロ 吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496± 01：22．31� 13．3�

（仏）

713 キタサンラブコール 牡4鹿 57 横山 典弘	大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 466－ 2 〃 クビ 17．6

59 ワ ー ル ン ガ 牡5栗 57 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 2 〃 アタマ 23．9�
11 ローズノーブル 牝6青 55 後藤 浩輝 	キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 428± 0 〃 ハナ 62．1�
610 マンボネフュー 牡5青 57 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 498＋ 81：22．4
 2．3

22 トゥザサミット 牡8鹿 57 江田 照男 	サンデーレーシング 金成 貴史 安平 追分ファーム 472－ 41：22．61 269．5�
35 ゴールデンムーン 牝6栗 55 三浦 皇成�G1レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 B478＋12 〃 アタマ 113．3�
47 ジョーオリオン 牡6栗 57 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 B488± 0 〃 ハナ 23．0�
815 ジャーエスペランサ 牡6鹿 57 柴田 大知本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 真歌田中牧場 486＋ 81：22．7クビ 433．8�
58 テーオーソルジャー 牡4栗 57 石橋 脩小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 464－ 4 〃 ハナ 25．4�
46 � デ ン フ ァ レ 牝8栗 55 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 498＋ 81：23．01
 134．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 60，953，800円 複勝： 89，764，100円 枠連： 49，159，400円
馬連： 205，653，300円 馬単： 98，017，200円 ワイド： 80，036，200円
3連複： 247，000，400円 3連単： 403，868，000円 計： 1，234，452，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 230円 � 190円 � 180円 枠 連（6－8） 740円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 970円 �� 720円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 25，580円

票 数

単勝票数 計 609538 的中 � 64282（4番人気）
複勝票数 計 897641 的中 � 91480（4番人気）� 128163（3番人気）� 142543（2番人気）
枠連票数 計 491594 的中 （6－8） 51178（3番人気）
馬連票数 計2056533 的中 �� 55557（9番人気）
馬単票数 計 980172 的中 �� 13872（17番人気）
ワイド票数 計 800362 的中 �� 20676（9番人気）�� 28661（6番人気）�� 33449（4番人気）
3連複票数 計2470004 的中 ��� 46922（10番人気）
3連単票数 計4038680 的中 ��� 11444（68番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．8―12．2―11．5―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．3―47．5―59．0―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガヴェンデッタ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．11．9 京都4着

2011．1．27生 �4鹿 母 ビハインドザマスク 母母 ヴアインゴールド 9戦4勝 賞金 51，722，000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。

２レース目



03071 2月15日 晴 良 （27東京1）第6日 第11競走 ��
��1，800�第49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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

11 リアルスティール 牡3鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：47．1 6．1�
68 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± 01：47．2	 1．8�
710 アンビシャス 牡3黒鹿56 C．デムーロ 近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 464± 01：47．41
 12．5�

（仏）

55 ミュゼエイリアン 牡3鹿 56 F．ベリー 髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 480－ 21：47．61
 30．8�
（愛）

33 アヴニールマルシェ 牡3鹿 56 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 492－ 6 〃 クビ 4．1�
56 ソールインパクト 牡3芦 56 内田 博幸窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 01：48．02	 19．8	
22 ティルナノーグ 牡3鹿 56 田辺 裕信前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 61：48．21
 26．9

812 コスモナインボール 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 476－ 21：48．3	 55．8�
79 ショウボート 牡3栗 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：48．83 43．1�
44 マイネルサクセサー 牡3栗 56 柴山 雄一 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 492＋161：50．7大差 236．4�
67 シゲルケンカヤマ 牡3栗 56 石川裕紀人森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 476－ 21：51．33	 455．0�
811 ダノンメジャー 牡3栗 57 横山 典弘ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：53．3大差 16．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 262，752，300円 複勝： 261，437，700円 枠連： 118，968，300円 馬連： 714，655，600円 馬単： 401，070，800円
ワイド： 264，229，100円 3連複： 900，950，500円 3連単： 2，115，772，000円 5重勝： 834，854，000円 計： 5，874，690，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 130円 � 270円 枠 連（1－6） 690円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 360円 �� 990円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 10，870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����� 16，697，080円

票 数

単勝票数 計2627523 的中 � 341408（3番人気）
複勝票数 計2614377 的中 � 315999（3番人気）� 724445（1番人気）� 191134（5番人気）
枠連票数 計1189683 的中 （1－6） 133184（2番人気）
馬連票数 計7146556 的中 �� 769804（2番人気）
馬単票数 計4010708 的中 �� 166082（5番人気）
ワイド票数 計2642291 的中 �� 202066（2番人気）�� 63660（11番人気）�� 125403（6番人気）
3連複票数 計9009505 的中 ��� 282939（5番人気）
3連単票数 計21157720 的中 ��� 141100（27番人気）
5重勝票数 計8348540 的中 ����� 35

ハロンタイム 12．7―11．1―11．4―12．2―12．6―12．6―11．8―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．2―47．4―1：00．0―1：12．6―1：24．4―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

リアルスティール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．12．27 阪神1着

2012．3．1生 牡3鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 2戦2勝 賞金 44，434，000円
〔調教再審査〕 ダノンメジャー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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。

03072 2月15日 晴 良 （27東京1）第6日 第12競走 ��
��2，400�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
2：28．6
2：28．6

不良
不良

69 キネオイーグル 牡4鹿 56 C．デムーロ 吉田 千津氏 高柳 瑞樹 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 516－102：33．5 2．9�

（仏）

710 トーセンハルカゼ 牡5鹿 57 松岡 正海島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 496－ 42：33．6� 6．6�

44 アドマイヤイバマ 牡5芦 57 内田 博幸近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 22：33．81 25．2�
56 スギノハルバード 牡5鹿 57 後藤 浩輝杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 B488± 02：34．22� 55．0�
711 オペラハット 牡4鹿 56 田中 勝春小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 450－ 4 〃 クビ 36．3	
68 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± 02：34．51	 6．4�
11 リターントゥジェム 牡4黒鹿56 田辺 裕信西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 498＋122：34．92� 10．5�
813 フジマサクラウン 牡4鹿 56 北村 宏司藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 504± 02：35．21	 5．5
45 
 マックスロノ 牡6栗 57 F．ベリー 田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 B498－ 22：35．3	 131．1�

（愛）

57 グランドサッシュ 牡4黒鹿56 大野 拓弥 
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 454＋ 2 〃 ハナ 5．1�

33 トリニティチャーチ �7鹿 57 村田 一誠 
サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506－ 22：36．57 54．0�

812 マ グ メ ル 牡6鹿 57 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 B472± 02：37．67 45．0�
22 レッドジャクソン 牡6鹿 57 木幡 初広 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 558± 02：37．7� 128．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 94，780，900円 複勝： 118，197，300円 枠連： 65，547，900円
馬連： 253，286，500円 馬単： 127，300，000円 ワイド： 111，294，400円
3連複： 304，087，300円 3連単： 545，979，200円 計： 1，620，473，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 220円 � 400円 枠 連（6－7） 580円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，290円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 7，280円 3 連 単 ��� 24，870円

票 数

単勝票数 計 947809 的中 � 254123（1番人気）
複勝票数 計1181973 的中 � 254931（1番人気）� 134091（5番人気）� 59287（7番人気）
枠連票数 計 655479 的中 （6－7） 86873（2番人気）
馬連票数 計2532865 的中 �� 198635（3番人気）
馬単票数 計1273000 的中 �� 56680（4番人気）
ワイド票数 計1112944 的中 �� 71262（4番人気）�� 21326（15番人気）�� 11940（22番人気）
3連複票数 計3040873 的中 ��� 31293（22番人気）
3連単票数 計5459792 的中 ��� 15916（80番人気）

ハロンタイム 13．3―11．3―12．2―13．5―13．4―13．0―12．9―12．9―13．0―12．7―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―24．6―36．8―50．3―1：03．7―1：16．7―1：29．6―1：42．5―1：55．5―2：08．2―2：20．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キネオイーグル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 モ ガ ミ デビュー 2014．7．6 福島12着

2011．1．12生 牡4鹿 母 ブゼンキャンドル 母母 ブゼンスワン 7戦3勝 賞金 26，060，000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。

５レース目



（27東京1）第6日 2月15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 180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

247，440，000円
7，960，000円
1，730，000円
22，590，000円
71，169，500円
4，884，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
728，673，800円
950，830，600円
463，728，400円
2，002，771，100円
1，063，985，500円
850，779，900円
2，447，254，100円
4，527，510，300円
834，854，000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 13，870，387，700円

総入場人員 36，800名 （有料入場人員 35，196名）
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