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03013 2月2日 晴 良 （2東京1） 第2日 第1競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走10時10分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

611 ダイチヴィット 牡3芦 56 江田 照男 �荻伏服部牧場 竹内 正洋 浦河 荻伏服部牧場 456＋ 41：27．5 20．7�
713 トーセンリヤン 牡3栗 56 横山 和生島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 442－ 41：28．03 11．1�
35 グローサーベア �3芦 56 津村 明秀 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 466－ 61：28．1� 5．9�
59 クァンタムリープ 牡3鹿 56

54 △木幡 育也 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 474－ 21：28．31 21．3�
22 ド ロ ス 牡3黒鹿56 C．ルメール 外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B490－10 〃 クビ 1．9	
814 チェリーガイア 牝3芦 54

53 ☆野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 462－ 21：28．72	 73．2

23 トーセンレビュー 牡3鹿 56 木幡 巧也島川 �哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ

スティファーム 514 ―1：29．02 115．2�
11 マロンジェム 牡3栗 56 内田 博幸�フロンティア 稲垣 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 488＋121：29．1	 25．3
46 フ ィ ー バ ス 牡3鹿 56 F．ミナリク松村 真司氏 田中 剛 新ひだか 中村 和夫 476＋ 81：29．84 7．2�

（独）

610 パ レ ッ ト 牝3栗 54 北村 宏司水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 448＋ 4 〃 アタマ 205．6�
712 キタノタカワシ 牡3黒鹿56 吉田 豊北所 直人氏 土田 稔 様似 髙村 伸一 458＋ 81：30．01 180．1�
58 エバーバリュー 牝3黒鹿54 松岡 正海宇田 豊氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 386＋ 6 〃 クビ 249．9�
47 
 キンバリープロセス 牡3栗 56 石橋 脩ゴドルフィン 手塚 貴久 米 KatieRich

Farms B490－141：30．32 6．0�
815 スタニングビスタ 牝3栗 54 武藤 雅岡田 牧雄氏 武藤 善則 日高 増尾牧場 B448± 01：30．72	 240．8�
34 ネイチャーローズ 牡3栗 56 井上 敏樹井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 468＋12 〃 ハナ 155．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，559，600円 複勝： 50，291，200円 枠連： 14，144，300円
馬連： 63，723，100円 馬単： 35，841，400円 ワイド： 51，715，900円
3連複： 97，964，600円 3連単： 132，477，000円 計： 481，717，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 500円 � 300円 � 200円 枠 連（6－7） 7，530円

馬 連 �� 8，430円 馬 単 �� 20，950円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 1，610円 �� 910円

3 連 複 ��� 13，130円 3 連 単 ��� 131，030円

票 数

単勝票数 計 355596 的中 � 13740（6番人気）
複勝票数 計 502912 的中 � 22971（7番人気）� 42826（5番人気）� 74527（3番人気）
枠連票数 計 141443 的中 （6－7） 1455（19番人気）
馬連票数 計 637231 的中 �� 5855（23番人気）
馬単票数 計 358414 的中 �� 1283（51番人気）
ワイド票数 計 517159 的中 �� 6192（24番人気）�� 8181（19番人気）�� 15112（10番人気）
3連複票数 計 979646 的中 ��� 5594（37番人気）
3連単票数 計1324770 的中 ��� 733（311番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．7―13．3―13．0―11．7―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイチヴィット �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 Skip Away デビュー 2019．9．15 中山10着

2017．5．5生 牡3芦 母 クリスタルヴィオレ 母母 キュートネスⅡ 4戦1勝 賞金 5，600，000円
〔制裁〕 グローサーベア号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※出走取消馬 アルファジップ号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マサガッキー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03014 2月2日 晴 良 （2東京1） 第2日 第2競走 ��
��2，100�3歳未勝利

発走10時40分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

815 ヤマノマタカ 牡3鹿 56 石川裕紀人澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 464－ 42：16．6 3．2�
11 ショウナンアクア 牡3栗 56 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 ムラカミファーム 474＋ 22：16．91� 6．2�
47 � セイウンカゲロウ 牡3鹿 56 松岡 正海西山 茂行氏 奥平 雅士 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

496＋ 22：17．43 11．8�
24 ス ウ ィ ン グ 牡3栗 56 F．ミナリク �カナヤマホール

ディングス 高柳 瑞樹 日高 荒井ファーム 478＋ 2 〃 ハナ 4．2�
（独）

714 クラウンマハロ 牡3黒鹿 56
54 △木幡 育也�クラウン 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 504－ 62：18．46 20．0�

816 デ ィ ヒ タ ー 牡3黒鹿56 武藤 雅林 正道氏 林 徹 新冠 秋田牧場 518＋ 6 〃 クビ 11．5	
713 グラスフレイバー 牡3黒鹿56 坂井 瑠星尾田 信夫氏 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 470± 02：18．5	 69．2

510 ゲンキチボン 牡3栗 56 佐藤 友則荒井 元明氏 堀井 雅広 日高 スマイルファーム 468－ 4 〃 ハナ 48．9�

（笠松）

36 ソルメンシス 牡3栗 56 田辺 裕信ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ B496＋ 82：18．6� 11．4�

35 ニシノゼノビア 牝3栗 54 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 458－ 4 〃 クビ 261．1
611 キラークイーン 牝3鹿 54 北村 宏司村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 442－ 22：19．45 53．9�
12 ユーアーマイソウル 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム B488＋ 22：19．82	 17．0�
48 ドラゴンウォリアー 牡3鹿 56 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小倉 光博 504± 02：20．43	 13．4�
612 ニシノストロング 牡3栗 56

55 ☆野中悠太郎西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 490－ 62：20．5� 160．3�
23 � コスモコンクエスト 牡3栗 56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 宗像 義忠 米 Godolphin &

Brenda Stewart 504－ 12：20．81� 40．2�
59 キズナビーム 牡3黒鹿56 横山 和生北原光一郎氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 B524－ 62：27．2大差 52．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，024，100円 複勝： 47，921，900円 枠連： 19，079，000円
馬連： 62，634，900円 馬単： 26，662，400円 ワイド： 52，392，000円
3連複： 94，320，200円 3連単： 101，975，400円 計： 434，009，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 190円 � 270円 枠 連（1－8） 610円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 390円 �� 670円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 11，110円

票 数

単勝票数 計 290241 的中 � 70465（1番人気）
複勝票数 計 479219 的中 � 96113（1番人気）� 64081（3番人気）� 39161（6番人気）
枠連票数 計 190790 的中 （1－8） 24190（1番人気）
馬連票数 計 626349 的中 �� 57408（2番人気）
馬単票数 計 266624 的中 �� 13262（1番人気）
ワイド票数 計 523920 的中 �� 37417（1番人気）�� 19776（5番人気）�� 10503（16番人気）
3連複票数 計 943202 的中 ��� 21642（4番人気）
3連単票数 計1019754 的中 ��� 6654（7番人気）

ハロンタイム 7．3―11．3―13．2―13．8―13．9―12．9―12．8―12．9―13．3―12．6―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．6―31．8―45．6―59．5―1：12．4―1：25．2―1：38．1―1：51．4―2：04．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ヤマノマタカ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．7．21 函館6着

2017．4．18生 牡3鹿 母 ダイワバーガンディ 母母 ダイワルージュ 6戦1勝 賞金 7，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キズナビーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月2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。
（非当選馬） 1頭 キールカーディナル号
（非抽選馬） 2頭 サバイバルボス号・メイショウフガク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第１回 東京競馬 第２日



03015 2月2日 晴 良 （2東京1） 第2日 第3競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

12 ア ヴ ァ ニ イ 牝3栗 54 C．ルメール C．チェン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 514－ 41：38．8 3．8�
36 クールマキシマム 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行保谷フミ子氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 478＋ 21：39．01� 8．0�
48 デ ィ ン ブ ラ 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478＋ 21：39．21� 25．6�

23 ナ ー ラ ッ ク 牝3栗 54
53 ☆菊沢 一樹�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 444＋ 21：40．05 47．7�

24 ヤマトホープシップ 牝3鹿 54 石橋 脩醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 大林ファーム 460＋ 21：40．21� 48．0	
35 シャンボールロッソ 牝3鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 432＋ 6 〃 ハナ 19．1

714 ナスノフォルテ 牝3黒鹿54 O．マーフィー �須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 472± 01：40．3� 2．1�
（英）

816 ヒラボクハーツ 牝3栗 54 福永 祐一�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 476－ 2 〃 クビ 65．7
11 タマノシュシュ 牝3青 54 田辺 裕信玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 斉藤英牧場 424－ 21：40．61� 13．7�
59 ク ー レ ク ー 牝3栗 54 木幡 巧也程田 真司氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 460＋ 41：41．02� 10．4�
510 キャツクレードル 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也石瀬 浩三氏 佐藤 吉勝 日高 いとう牧場 442－101：41．1� 142．2�
611 スピランセス 牝3黒鹿54 石川裕紀人ディアレスト 田村 康仁 新冠 大栄牧場 444－ 4 〃 クビ 308．9�
815 ピュアハート 牝3鹿 54 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 498－ 61：41．2� 343．1�
612 ペイシャフレンチ 牝3鹿 54 井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 平取 赤石牧場 476－ 41：41．3クビ 535．7�
47 アネモネテソーロ 牝3黒鹿54 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 幌村牧場 476－ 41：41．62 15．3�
713 テイエムロング 牝3鹿 54 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 412± 01：44．4大差 478．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，793，800円 複勝： 62，567，600円 枠連： 19，324，900円
馬連： 74，455，200円 馬単： 38，955，200円 ワイド： 61，241，600円
3連複： 110，432，000円 3連単： 140，788，700円 計： 551，559，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 220円 � 480円 枠 連（1－3） 980円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，990円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 16，230円 3 連 単 ��� 60，610円

票 数

単勝票数 計 437938 的中 � 90463（2番人気）
複勝票数 計 625676 的中 � 107319（2番人気）� 76808（3番人気）� 26978（8番人気）
枠連票数 計 193249 的中 （1－3） 15193（4番人気）
馬連票数 計 744552 的中 �� 24366（7番人気）
馬単票数 計 389552 的中 �� 6834（12番人気）
ワイド票数 計 612416 的中 �� 20503（7番人気）�� 7782（22番人気）�� 6190（27番人気）
3連複票数 計1104320 的中 ��� 5103（48番人気）
3連単票数 計1407887 的中 ��� 1684（183番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．0―47．4―1：00．1―1：13．2―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ヴ ァ ニ イ �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．1．6 中山3着

2017．2．18生 牝3栗 母 ヒアーズトウショウ 母母 シーイズトウショウ 2戦1勝 賞金 6，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムロング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月2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 レジーナクィーン号
※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。

03016 2月2日 晴 良 （2東京1） 第2日 第4競走 ��
��1，600�3歳新馬

発走11時40分 （ダート・左）
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
1：33．8
1：33．3

重
良

510� コラルノクターン 牡3鹿 56 福永 祐一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training
Center, LLC 510 ―1：40．6 2．7�

11 トミケンレゲンダ 牡3鹿 56 石橋 脩冨樫 賢二氏 大和田 成 新冠 村上牧場 464 ―1：40．91� 26．4�
815 テ ィ ラ ミ ス 牝3鹿 54 M．デムーロ寺田 寿男氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 458 ―1：41．75 8．1�
59 キタサンロッキー 牡3青鹿56 北村 宏司�大野商事 清水 久詞 むかわ 桑原牧場 498 ―1：41．8クビ 6．4�
36 オウケンロジータ 牝3黒鹿54 武士沢友治福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 508 ―1：42．01	 173．8	
47 ムーンレース 牡3栗 56 坂井 瑠星�レッドマジック高柳 大輔 日高 下河辺牧場 514 ―1：42．21 7．9

24 トーセンライブ 牡3栗 56

54 △木幡 育也島川 �哉氏 尾形 和幸 日高 有限会社 エ
スティファーム 504 ―1：42．62	 11．0�

714 プラズマテイル 牝3青鹿54 嘉藤 貴行岡田 牧雄氏 大和田 成 浦河 カケハムポニークラブ 414 ―1：43．02	 34．4
816 フルオブウィット 牡3黒鹿56 F．ミナリク吉田 晴哉氏 池上 昌和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492 ―1：43．1	 10．9�
（独）

612 キタサンレイワ 牝3青鹿54 石川裕紀人�大野商事 小笠 倫弘 新冠 村田牧場 522 ―1：44．05 62．9�
611� シルヴァーミリオン 牡3芦 56 武 豊岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 加

Susan Y. Fore-
man & Craig
C. Cameron

452 ― 〃 クビ 7．9�
35 オーサムパッション 牡3栗 56 横山 典弘落合 幸弘氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 498 ―1：44．1	 16．4�
713 レ ジ ュ ノ ア 牝3芦 54 木幡 巧也ニューワールドレー

シング� 杉浦 宏昭 新ひだか 前川 勝春 444 ―1：44．63 306．6�
23 ドントクライマリア 
3鹿 56 井上 敏樹丸山 担氏 林 徹 浦河 伏木田牧場 444 ―1：44．81� 198．7�
12 チャンピオンフジ 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 川上牧場 528 ―1：46．07 137．4�
（ビッグドライヴ）

48 キ エ ン セ ラ 牡3栗 56 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 442 ―1：47．06 297．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，180，000円 複勝： 53，253，600円 枠連： 19，851，900円
馬連： 63，275，600円 馬単： 29，513，800円 ワイド： 48，397，900円
3連複： 86，101，500円 3連単： 97，676，000円 計： 436，250，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 570円 � 270円 枠 連（1－5） 2，020円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 600円 �� 3，860円

3 連 複 ��� 10，410円 3 連 単 ��� 45，040円

票 数

単勝票数 計 381800 的中 � 112876（1番人気）
複勝票数 計 532536 的中 � 117766（1番人気）� 18733（9番人気）� 47279（5番人気）
枠連票数 計 198519 的中 （1－5） 7579（9番人気）
馬連票数 計 632756 的中 �� 13742（16番人気）
馬単票数 計 295138 的中 �� 4400（15番人気）
ワイド票数 計 483979 的中 �� 9306（19番人気）�� 21837（5番人気）�� 3068（40番人気）
3連複票数 計 861015 的中 ��� 6203（41番人気）
3連単票数 計 976760 的中 ��� 1572（149番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．7―13．6―13．9―12．7―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―36．3―49．9―1：03．8―1：16．5―1：28．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F36．8
3 ・（1，9）（11，12）（10，14）16，13（5，15）（2，3，6，7）4，8 4 ・（1，9，11）（10，14，12，16，15）－（13，7）（5，6）（3，4）（2，8）

勝馬の
紹 介

�コラルノクターン �
�
父 Emcee �

�
母父 Stephen Got Even 初出走

2017．4．27生 牡3鹿 母 Cowgirl Lucky 母母 Energise 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キエンセラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月2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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 アシャカトライミー号・オオカネヒラ号・キャッツアイ号・ドナラフィナート号・ヒスイクロシェット号・

ファイティング号・プレシャスガール号・ヘルデンラウフ号・ペンタグラム号・メイショウカイコウ号・
ラブエスポー号・レイルチル号・レハール号・ロングイ号・ワンダーサーイター号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03017 2月2日 晴 良 （2東京1） 第2日 第5競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走12時30分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

24 マイネルブラシウス 牡3黒鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 488＋241：47．3 7．2�

47 ラザフォード 牝3鹿 54 C．ルメール 潘 蘇通氏 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 444－ 21：47．4� 3．8�

611 ダイワミラクル 牡3鹿 56 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 500－ 21：47．93 7．3�
11 � コスモストライカー 牡3鹿 54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 豪 Mill Park Stud

Pty Ltd, L Bibbo 478± 01：48．0� 11．5�
816 ドリームメッセージ 牡3鹿 56 丸山 元気堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 444± 01：48．32 8．4	
714 ル カ 牡3鹿 56 O．マーフィー 窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 490－ 21：48．51 4．6


（英）

510 ブライドグルーム 牡3鹿 56 F．ミナリク �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 21：48．6� 13．6�

（独）

12 テイエムクロホマレ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 アイズスタッド株式会社 472＋ 41：49．34 319．2�
612 ラストエクセル 牝3栗 54 M．デムーロ �ニッシンホールディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 436－101：49．62 6．1
713 ベルウッドアサヒ 牡3鹿 56 吉田 豊鈴木 照雄氏 武市 康男 新冠 松浦牧場 440－121：49．8� 98．0�
36 ホウオウマライア 牝3芦 54 木幡 巧也小笹 芳央氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 436± 01：49．9	 178．3�
35 ゼンダンスネーク 牝3青鹿54 横山 和生渡邊 善男氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 456－10 〃 ハナ 273．1�
815 ジツリキニコマル 牝3鹿 54 武士沢友治河合實貴男氏 稲垣 幸雄 日高 大矢牧場 440－14 〃 ハナ 411．0�
48 フィーユレヴーズ 牝3栗 54 福永 祐一小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 442＋ 21：50．0� 31．3�
23 ファイナルブション 牝3青鹿54 宮崎 北斗廣崎利洋HD� 青木 孝文 新冠 川上牧場 430－ 81：50．53 487．3�
59 ディムッター 牝3鹿 54 江田 照男薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 458± 01：53．7大差 359．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，289，900円 複勝： 75，715，200円 枠連： 18，510，200円
馬連： 88，254，200円 馬単： 38，054，400円 ワイド： 67，924，200円
3連複： 119，263，300円 3連単： 135，097，700円 計： 587，109，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 240円 � 160円 � 200円 枠 連（2－4） 1，560円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 750円 �� 960円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 21，190円

票 数

単勝票数 計 442899 的中 � 48795（4番人気）
複勝票数 計 757152 的中 � 71652（6番人気）� 133979（1番人気）� 99738（3番人気）
枠連票数 計 185102 的中 （2－4） 9188（6番人気）
馬連票数 計 882542 的中 �� 37643（6番人気）
馬単票数 計 380544 的中 �� 7433（13番人気）
ワイド票数 計 679242 的中 �� 22779（10番人気）�� 17357（14番人気）�� 39867（2番人気）
3連複票数 計1192633 的中 ��� 26185（8番人気）
3連単票数 計1350977 的中 ��� 4622（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．0―48．1―1：00．4―1：12．7―1：24．4―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

マイネルブラシウス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2019．7．28 札幌2着

2017．3．6生 牡3黒鹿 母 コスモバルバラ 母母 マ ン バ ラ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔その他〕 ディムッター号は，2コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 フォーチュネイト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03018 2月2日 晴 良 （2東京1） 第2日 第6競走 ��
��1，600�3歳新馬

発走13時00分 （芝・左）
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
1：30．5
1：30．3

良
良

611 オーロアドーネ 牡3栗 56 O．マーフィー DMMドリームクラブ� 戸田 博文 浦河 上山牧場 486 ―1：35．3 2．9�
（英）

714 イ ル ミ ナ ル 牝3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 418 ―1：35．62 8．6�
713 レッドルピナス 牝3鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 416 ― 〃 ハナ 3．3�
612 ブレイクザボーダー 牡3栗 56 佐藤 友則 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 新ひだか 萩澤 國男 476 ―1：35．81� 28．1�

（笠松）

12 キタノポケット 牝3栗 54
53 ☆菊沢 一樹北所 直人氏 深山 雅史 日高 森永牧場 382 ―1：36．33 95．2	

59 ラインシュプール 牝3黒鹿54 武士沢友治大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 410 ―1：36．61� 17．2

36 ラ ン ジ ョ ウ 牝3芦 54 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 434 ― 〃 ハナ 11．2�
24 エイシンジャスミン 牝3栗 54 石川裕紀人�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 434 ―1：36．7クビ 11．1�
11 ゲンパチビーム 牡3鹿 56 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 沖田 博志 416 ― 〃 ハナ 169．9
48 ジ ュ ネ ス 牝3青鹿54 吉田 豊島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 500 ―1：36．91	 34．4�
815 シゲルパック 牝3鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 田中 清隆 新ひだか 前田牧場 498 ―1：37．64 14．6�
35 ナムラサバイバー 牡3芦 56 横山 和生奈村 信重氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 462 ―1：37．7	 27．2�
47 シュライクス 牡3鹿 56 嘉藤 貴行中山 栄一氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 426 ―1：37．8	 27．9�
23 サクヤコノハナ 牝3黒鹿54 柴田 善臣岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 422 ―1：38．43	 59．9�
816 ワイアヴィー 牝3鹿 54 木幡 巧也岡田 隆寛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 426 ―1：39．67 269．4�
510 キューティーカノン 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎中地賢次郎氏 星野 忍 新冠 中地 康弘 432 ―1：41．3大差 108．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，714，600円 複勝： 49，949，200円 枠連： 22，366，500円
馬連： 70，585，200円 馬単： 31，923，600円 ワイド： 55，810，800円
3連複： 94，037，400円 3連単： 107，059，500円 計： 474，446，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 220円 � 130円 枠 連（6－7） 410円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 710円 �� 300円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 8，770円

票 数

単勝票数 計 427146 的中 � 117698（1番人気）
複勝票数 計 499492 的中 � 91400（2番人気）� 46265（4番人気）� 113821（1番人気）
枠連票数 計 223665 的中 （6－7） 41633（1番人気）
馬連票数 計 705852 的中 �� 25680（6番人気）
馬単票数 計 319236 的中 �� 8325（6番人気）
ワイド票数 計 558108 的中 �� 18690（7番人気）�� 53098（1番人気）�� 26449（2番人気）
3連複票数 計 940374 的中 ��� 40366（1番人気）
3連単票数 計1070595 的中 ��� 8846（6番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．9―12．2―12．2―11．8―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．2―48．4―1：00．6―1：12．4―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーロアドーネ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2017．2．19生 牡3栗 母 サ ラ フ ァ ン 母母 ティリオブストラッフォード 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 キューティーカノン号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キューティーカノン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月2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16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 アエローザ号・アクロアイト号・エンドレスレイン号・キッチンドリンカー号・コスモヒビキ号・サウンドマヒナ号・

ストラテジーマップ号・タツハグンセイ号・トーホウラデン号・ピオニーテソーロ号・ミキノルミナス号・
モンジベロ号・ラパンセソバージュ号・レヴィオーサ号・レッチェバロック号・ロードウィリアム号

※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。



03019 2月2日 晴 良 （2東京1） 第2日 第7競走 ��
��2，100�4歳以上1勝クラス

発走13時30分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

24 ゴールドスミス �6黒鹿57 武 豊ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 524± 02：14．8 4．0�

47 エグジットラック 牡6栗 57 江田 照男戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 520－ 82：14．9	 36．9�
612 トランスポーター 牡4芦 56 吉田 豊安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 494－ 22：15．0
 33．5�
713 ニューツーリズム 牡4青鹿56 M．デムーロ吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 508＋ 62：15．21� 7．6�
36 � ドーバーテソーロ 牡4黒鹿56 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 米 Chadds Ford
Stable, LLC 486－ 42：15．3
 22．4�

816 ジェイケイエース 牡4鹿 56 丸山 元気小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 548＋ 62：15．62 8．9	
48 ロ ジ ポ ル カ 牡4栗 56 内田 博幸久米田正明氏 菊沢 隆徳 新冠 村田牧場 468± 02：15．7クビ 13．4

510 ボヘミアラプソディ 牡4鹿 56 C．ルメール 平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488＋10 〃 アタマ 3．4�
35 ユ メ ノ サ キ 牡5栗 57 福永 祐一山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B554－ 22：15．91� 7．0�
815 ヤマニンバンタジオ �6栗 57 嘉藤 貴行土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 540－ 42：16．32	 84．5
23 フクサンダーク 牡4鹿 56

55 ☆野中悠太郎小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 494－ 22：16．4	 25．0�
12 ゴールデンフィジー 牝5鹿 55 木幡 巧也吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 4 〃 ハナ 41．7�
611 アララトテソーロ 牡4栗 56 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 浦河 笹島 政信 490＋ 42：16．5クビ 51．8�
59 シャイニーロケット 牡5鹿 57 柴田 善臣小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 464＋ 22：17．13	 126．6�
714� ベルゲンハーバー 牡4栗 56 F．ミナリク林 正道氏 斎藤 誠 米 Tim Thornton 466＋102：17．2
 27．5�

（独）

11 ウイニングメイビー 牡4黒鹿56 北村 宏司井上 久光氏 稲垣 幸雄 日高 サンバマウン
テンファーム B482－ 62：17．73 117．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，797，200円 複勝： 75，085，300円 枠連： 21，991，500円
馬連： 101，389，400円 馬単： 42，450，800円 ワイド： 80，337，400円
3連複： 142，929，900円 3連単： 160，262，800円 計： 672，244，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 910円 � 720円 枠 連（2－4） 2，370円

馬 連 �� 10，740円 馬 単 �� 19，940円

ワ イ ド �� 3，150円 �� 2，740円 �� 11，220円

3 連 複 ��� 81，830円 3 連 単 ��� 312，340円

票 数

単勝票数 計 477972 的中 � 95124（2番人気）
複勝票数 計 750853 的中 � 128049（2番人気）� 18578（12番人気）� 24131（8番人気）
枠連票数 計 219915 的中 （2－4） 7164（12番人気）
馬連票数 計1013894 的中 �� 7315（39番人気）
馬単票数 計 424508 的中 �� 1596（69番人気）
ワイド票数 計 803374 的中 �� 6618（35番人気）�� 7636（28番人気）�� 1824（82番人気）
3連複票数 計1429299 的中 ��� 1310（205番人気）
3連単票数 計1602628 的中 ��� 372（868番人気）

ハロンタイム 7．5―11．6―13．4―13．4―12．9―13．1―12．8―12．7―12．1―12．1―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．5―19．1―32．5―45．9―58．8―1：11．9―1：24．7―1：37．4―1：49．5―2：01．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドスミス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cape Cross デビュー 2016．12．11 中山1着

2014．5．13生 �6黒鹿 母 ザ ミ リ ア 母母 Angelic Sounds 13戦3勝 賞金 38，675，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ボーイズオブサマー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03020 2月2日 晴 良 （2東京1） 第2日 第8競走 ��
��1，400�4歳以上2勝クラス

発走14時00分 （1000万円以下） （ダート・左）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

510 フローラルパーク 牝4栗 55 武 豊髙橋 正雄氏 加藤 征弘 新冠 ムラカミファーム 490－ 41：24．7 5．7�
24 コーラルプリンセス 牝6芦 55 丸山 元気吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 532＋ 2 〃 アタマ 8．5�
815 ボンディマンシュ �4黒鹿57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：24．8	 6．5�
713 エピックアン 牡5芦 57 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B506－ 81：24．9クビ 6．8�
611 アオイサンシャイン 牝7黒鹿55 O．マーフィー 新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B524－ 41：25．0
 9．7�
（英）

59 ハヤブサレジェンド 牡5黒鹿 57
56 ☆菊沢 一樹�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 506＋ 41：25．1	 19．4	

35 ベイオブコトル 牡4鹿 57 福永 祐一ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444＋ 21：25．2
 5．7


816 ニシノジャガーズ 牡5鹿 57 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 494± 01：25．3
 6．7�
12 クレディブル 牡5芦 57 C．ルメール 清水 二朗氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 510± 01：25．4クビ 13．2�
48 � テキスタイルアート �8青鹿57 北村 宏司岡田 壮史氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 494＋12 〃 クビ 201．6
714 ワンダープラヤアン 牡6栗 57

56 ☆野中悠太郎山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 486－ 6 〃 ハナ 168．3�
47 ミッキーボニータ �5鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 452－ 21：25．5クビ 55．4�
11 サンタナブルー 牡8黒鹿57 川須 栄彦 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 488＋121：25．92
 176．1�
612 モリトシラユリ 牝6芦 55

53 △木幡 育也�浜本牧場 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 486－ 81：26．22 86．2�
23 � コールドターキー 牡5栗 57 M．デムーロ薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 470－ 41：29．2大差 17．2�
36 ヘ ニ ッ ヒ �4黒鹿57 内田 博幸小田 吉男氏 武井 亮 新冠 新冠橋本牧場 B468＋14 〃 クビ 165．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，075，600円 複勝： 99，738，000円 枠連： 32，585，900円
馬連： 137，473，700円 馬単： 52，797，200円 ワイド： 101，518，200円
3連複： 196，481，700円 3連単： 203，796，400円 計： 887，466，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 210円 � 240円 枠 連（2－5） 1，200円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 760円 �� 840円 �� 920円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 25，030円

票 数

単勝票数 計 630756 的中 � 87345（2番人気）
複勝票数 計 997380 的中 � 134956（1番人気）� 126395（2番人気）� 102682（5番人気）
枠連票数 計 325859 的中 （2－5） 20887（5番人気）
馬連票数 計1374737 的中 �� 48050（5番人気）
馬単票数 計 527972 的中 �� 9137（9番人気）
ワイド票数 計1015182 的中 �� 34632（2番人気）�� 30990（8番人気）�� 28061（9番人気）
3連複票数 計1964817 的中 ��� 30082（4番人気）
3連単票数 計2037964 的中 ��� 5902（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．0―48．2―1：00．2―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フローラルパーク �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．29 札幌4着

2016．3．31生 牝4栗 母 フェアノータム 母母 バブルウイングス 7戦3勝 賞金 28，900，000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〕 コールドターキー号・ヘニッヒ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月2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 オルクリスト号・ベアクアウフ号
※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。



03021 2月2日 晴 良 （2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，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

813 ショウナンハレルヤ 牝3鹿 54 丸山 元気国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 森永 聡 456－ 21：47．2 99．4�
22 アオイクレアトール 牡3芦 56 武 豊新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 474＋121：47．41� 5．7�
44 セントオブゴールド 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋261：47．5� 4．4�
711 ヴ ァ ル コ ス 牡3鹿 56 O．マーフィー 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 〃 アタマ 4．7�

（英）

33 ルビーカサブランカ 牝3栗 54 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462－ 21：47．6� 11．3	

710 ウインカーネリアン 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 478－ 8 〃 ハナ 10．9

11 フォースオブウィル 牡3栗 56 宮崎 北斗柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 458＋ 2 〃 クビ 18．3�
45 ラグビーボーイ 牡3黒鹿56 北村 宏司齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 洞	湖 レイクヴィラファーム 494－101：47．7クビ 53．1�
57 サトノフウジン 牡3黒鹿56 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 470± 01：47．8� 2．8
56 マイネルソラス 牡3芦 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 荻伏三好フ
アーム 470± 01：48．22� 71．1�

69 
 ナ ー リ ー 牡3黒鹿56 佐藤 友則 �グランデオーナーズ 井上 孝彦 新冠 対馬 正 B462－ 91：48．83� 322．2�
（笠松） （笠松）

68 タイムマシン 牡3鹿 56 F．ミナリク馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：50．18 137．5�
（独）

812 コスモスタック 牡3黒鹿56 野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 456± 01：50．2� 179．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 81，397，900円 複勝： 103，061，900円 枠連： 25，300，000円
馬連： 150，995，000円 馬単： 66，081，600円 ワイド： 94，682，700円
3連複： 193，157，600円 3連単： 291，322，600円 計： 1，005，999，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，940円 複 勝 � 1，550円 � 190円 � 180円 枠 連（2－8） 11，430円

馬 連 �� 23，280円 馬 単 �� 76，720円

ワ イ ド �� 5，260円 �� 5，050円 �� 530円

3 連 複 ��� 30，370円 3 連 単 ��� 425，820円

票 数

単勝票数 計 813979 的中 � 6548（10番人気）
複勝票数 計1030619 的中 � 12451（10番人気）� 162311（3番人気）� 169057（2番人気）
枠連票数 計 253000 的中 （2－8） 1714（25番人気）
馬連票数 計1509950 的中 �� 5026（35番人気）
馬単票数 計 660816 的中 �� 646（87番人気）
ワイド票数 計 946827 的中 �� 4420（35番人気）�� 4610（33番人気）�� 50282（6番人気）
3連複票数 計1931576 的中 ��� 4769（67番人気）
3連単票数 計2913226 的中 ��� 496（593番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．9―48．2―1：00．7―1：13．0―1：24．5―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

ショウナンハレルヤ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．9．15 中山1着

2017．2．9生 牝3鹿 母 ショウナンガーデン 母母 キューピッズハート 4戦2勝 賞金 17，394，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

03022 2月2日 晴 良 （2東京1） 第2日 第10競走 ��
��2，400�

そうしゅん

早春ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．1．26以降2．1．26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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

710 ボ ス ジ ラ 牡4芦 55 武 豊金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 516－ 22：24．7 3．3�

33 サンアップルトン 牡4黒鹿55 柴田 善臣 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社
ケイズ 472＋18 〃 クビ 8．6�

68 トラストケンシン 牡5鹿 56 O．マーフィー 菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 476＋ 42：25．01� 3．7�
（英）

45 � マコトガラハッド 	7鹿 54 F．ミナリク�ディアマント 
島 一歩 様似 出口 繁夫 492－ 82：25．32 80．2�
（独）

22 ヘリファルテ 牡6鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492＋18 〃 クビ 7．1	
44 ベイビーステップ 牡6鹿 55 武藤 雅大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 492＋ 22：25．4クビ 25．4

813 グランドサッシュ 牡9黒鹿54 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 472± 02：25．5� 141．7�
69 � ミスマンマミーア 牝5栗 53 福永 祐一吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 456－ 42：25．71� 11．7�
57 エクセレントミスズ 牡7鹿 53 内田 博幸永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 454－142：25．91� 224．3
812 ホウオウドリーム 牡6鹿 57 吉田 豊小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 508－14 〃 ハナ 16．7�
56 ミッキーバード 牡5鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 522－ 8 〃 ハナ 6．4�
11 エストスペリオル 牡5鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム B456± 02：26．75 14．6�
711 オウケンブラック 牡9鹿 52 北村 宏司福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム B488＋ 62：27．23 313．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 75，794，100円 複勝： 106，871，900円 枠連： 30，121，400円
馬連： 184，535，200円 馬単： 67，137，200円 ワイド： 105，358，200円
3連複： 241，650，400円 3連単： 311，243，400円 計： 1，122，711，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 230円 � 150円 枠 連（3－7） 1，660円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 510円 �� 320円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 11，230円

票 数

単勝票数 計 757941 的中 � 178473（1番人気）
複勝票数 計1068719 的中 � 210051（1番人気）� 99065（5番人気）� 200807（2番人気）
枠連票数 計 301214 的中 （3－7） 14040（7番人気）
馬連票数 計1845352 的中 �� 89464（6番人気）
馬単票数 計 671372 的中 �� 20162（5番人気）
ワイド票数 計1053582 的中 �� 50921（5番人気）�� 90046（1番人気）�� 42472（7番人気）
3連複票数 計2416504 的中 ��� 86729（3番人気）
3連単票数 計3112434 的中 ��� 20082（15番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．2―11．9―11．9―12．2―12．2―11．8―12．0―12．3―12．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―24．0―36．2―48．1―1：00．0―1：12．2―1：24．4―1：36．2―1：48．2―2：00．5―2：12．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボ ス ジ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2018．7．21 福島1着

2016．3．11生 牡4芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 8戦4勝 賞金 59，761，000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



03023 2月2日 晴 良 （2東京1） 第2日 第11競走 ��
��1，400�第34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，56�，牝馬2�減，31．1．26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，31．1．25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 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

611� モズアスコット 牡6栗 58 C．ルメール �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer
Wind Farm 494－ 41：22．7 9．9�

35 � コパノキッキング 	5黒鹿58 O．マーフィー 小林 祥晃氏 村山 明 米 Reiley
McDonald 482－ 21：22．91
 1．9�

（英）

47 スマートアヴァロン 牡8黒鹿56 石橋 脩大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 512－ 41：23．11 39．0�
815 ダノンフェイス 牡7黒鹿56 田辺 裕信�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 534－ 41：23．2� 11．8�
36 ワイドファラオ 牡4栗 58 福永 祐一幅田 昌伸氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 6 〃 アタマ 10．1�
11 テーオージーニアス 牡5鹿 56 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 508＋ 41：23．41
 25．6	
510 ノ ボ バ カ ラ 牡8栗 56 内田 博幸�LS.M 森 秀行 新ひだか 萩澤 泰博 510－10 〃 クビ 299．3

24 ワンダーリーデル 牡7鹿 57 横山 典弘山本 能成氏 安田 翔伍 浦河 大島牧場 530－ 21：23．5� 12．6�
48 ブルベアイリーデ 牡4鹿 56 丸山 元気 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 492＋ 61：23．6� 34．0�
59 カフジテイク 牡8青鹿56 津村 明秀加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 500－ 6 〃 クビ 60．9
23 ミッキーワイルド 牡5鹿 56 M．デムーロ野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 514＋ 81：24．02� 4．9�
612 ア ー ド ラ ー 牡6鹿 56 F．ミナリク吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482－ 6 〃 ハナ 97．4�

（独）

12 � テーオーヘリオス 牡8鹿 56 石川裕紀人小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa
Stud LTD. 520－ 21：24．21
 266．3�

816� ドリームキラリ 牡8青 56 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck
Stables LLC B488－ 61：24．3� 41．2�

713 ヨ シ オ 牡7鹿 56 佐藤 友則岩見 裕輔氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 486－ 41：24．72� 134．9�

（笠松）

714 サ ン グ ラ ス 牡9青鹿56 北村 宏司玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B508－ 4 〃 ハナ 387．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 310，440，600円 複勝： 379，084，700円 枠連： 185，759，600円 馬連： 860，697，900円 馬単： 380，931，500円
ワイド： 549，222，300円 3連複： 1，467，407，700円 3連単： 2，333，631，800円 5重勝： 619，867，200円 計： 7，087，043，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 320円 � 130円 � 450円 枠 連（3－6） 1，020円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 710円 �� 5，900円 �� 960円

3 連 複 ��� 14，510円 3 連 単 ��� 69，270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����� 433，907，040円

票 数

単勝票数 計3104406 的中 � 249729（3番人気）
複勝票数 計3790847 的中 � 248331（6番人気）� 1061680（1番人気）� 164049（8番人気）
枠連票数 計1857596 的中 （3－6） 140226（3番人気）
馬連票数 計8606979 的中 �� 474989（5番人気）
馬単票数 計3809315 的中 �� 86570（9番人気）
ワイド票数 計5492223 的中 �� 207293（5番人気）�� 22658（47番人気）�� 148253（10番人気）
3連複票数 計14674077 的中 ��� 75825（48番人気）
3連単票数 計23336318 的中 ��� 24422（207番人気）
5重勝票数 計6198672 的中 ����� 1

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．3―11．9―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．0―47．3―59．2―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モズアスコット �
�
父 Frankel �

�
母父 Hennessy デビュー 2017．6．10 阪神4着

2014．3．31生 牡6栗 母 India 母母 Misty Hour 19戦6勝 賞金 308，312，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ノボバカラ号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 ノボバカラ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ノボバカラ号は，令和2年2月3日から令和2年3月3日まで出走停止。停止期間の満了後に発走調

教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クリノケンリュウ号・ドリュウ号・ロワアブソリュー号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりモズアスコット号は，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2日 晴 良 （2東京1） 第2日 第12競走 ��
��1，800�4歳以上2勝クラス

発走16時25分 （1000万円以下） （芝・左）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

66 エクセランフィーユ 牝4鹿 54 O．マーフィー �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 422＋161：47．8 2．8�
（英）

89 ダディーズマインド 牡4鹿 56 宮崎 北斗田島 大史氏 青木 孝文 新冠 スカイビーチステーブル 496＋241：47．9� 8．8�
44 トーセングラン 牡4鹿 56 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 436＋ 41：48．22 3．7�
78 エピックスター 	5鹿 57 田辺 裕信子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 438± 01：48．3� 7．6�
33 ショウナンバビアナ 牝4青鹿54 吉田 豊国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 476－ 21：48．4� 9．5	
11 エニグマバリエート 牡8青鹿57 坂井 瑠星平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494± 01：48．72 144．5

22 エターナルヴィテス 牡4鹿 56 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 492＋ 41：49．12 12．7�
55 
 タニノホウザン 牡6栗 57 武士沢友治谷口 祐人氏 星野 忍 むかわ 清水ファーム 472＋ 11：49．42 290．6�
77 エフティスパークル 牡7黒鹿57 M．デムーロ吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 ハナ 19．2
810 キングテセウス 牡4栗 56 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 516－ 21：49．61� 6．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 139，737，100円 複勝： 138，492，800円 枠連： 44，427，300円
馬連： 248，767，600円 馬単： 124，132，000円 ワイド： 170，445，200円
3連複： 312，148，600円 3連単： 619，569，700円 計： 1，797，720，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 250円 � 130円 枠 連（6－8） 690円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 560円 �� 230円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 8，360円

票 数

単勝票数 計1397371 的中 � 391502（1番人気）
複勝票数 計1384928 的中 � 292098（2番人気）� 103767（7番人気）� 325813（1番人気）
枠連票数 計 444273 的中 （6－8） 49757（2番人気）
馬連票数 計2487676 的中 �� 130049（6番人気）
馬単票数 計1241320 的中 �� 38416（8番人気）
ワイド票数 計1704452 的中 �� 72129（7番人気）�� 215535（1番人気）�� 68511（9番人気）
3連複票数 計3121486 的中 ��� 144482（4番人気）
3連単票数 計6195697 的中 ��� 53696（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．3―49．8―1：02．3―1：14．6―1：25．7―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F33．2

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

勝馬の
紹 介

エクセランフィーユ �
�
父 Frankel �

�
母父 Champs Elysees デビュー 2019．2．17 東京2着

2016．2．28生 牝4鹿 母 エクセレンスⅡ 母母 Xanadu Bliss 5戦3勝 賞金 31，178，000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



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

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

243，610，000円
11，230，000円
24，030，000円
1，650，000円
28，890，000円
75，135，000円
5，194，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
951，804，500円
1，242，033，300円
453，462，500円
2，106，787，000円
934，481，100円
1，439，046，400円
3，155，894，900円
4，634，901，000円
619，867，200円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 15，538，277，900円

総入場人員 32，729名 （有料入場人員 31，084名）
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