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03037 2月9日 晴 良 （2東京1） 第4日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10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
1：21．5
1：20．3

重
不良

714 ペルシャンジュエル 牝3鹿 54 M．デムーロ深澤 朝房氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 436－ 41：26．9 3．2�
59 セ ル フ ィ ー 牝3栗 54 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 454－ 61：27．0� 2．1�
47 トリッチトラッチ 牝3芦 54 田辺 裕信ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 420－ 61：27．31� 5．8�
11 ユールファーナ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－ 61：27．83 18．0�
612 ク ロ キ シ 牝3青鹿54 木幡 巧也門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 406± 01：28．01 359．8	
36 モノポリーアイズ 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 440＋ 61：28．21� 12．5

816 パーティネント 牝3栗 54 津村 明秀ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 61：28．41� 22．2�
35 ジニアテソーロ 牝3栗 54 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 日高 本間牧場 462＋101：28．71� 91．2�
12 カンタベリーアロマ 牝3鹿 54 武士沢友治峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 426－ 2 〃 アタマ 178．6
23 タイセイプルミエ 牝3鹿 54 F．ミナリク田中 成奉氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 464－ 6 〃 ハナ 38．6�

（独）

48 ラッキービープラン 牝3鹿 54 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 474± 0 〃 クビ 56．9�
611 ヴィエリチカ 牝3鹿 54 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 442－101：28．8クビ 69．9�
24 カ ス ミ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 浦河 惣田 英幸 466－ 61：29．22� 70．7�

713 ハヤブサピアーノ 牝3栗 54 大野 拓弥武田 修氏 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 460＋ 21：30．47 27．5�
510 ララスカート 牝3黒鹿54 内田 博幸松村 真司氏 田中 剛 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 414－ 61：30．82� 683．7�
815 ナックローズ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか タイヘイ牧場 416＋ 61：31．44 170．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，228，100円 複勝： 52，292，500円 枠連： 14，560，900円
馬連： 65，607，400円 馬単： 33，049，900円 ワイド： 56，150，000円
3連複： 101，728，700円 3連単： 121，497，600円 計： 484，115，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 120円 � 130円 枠 連（5－7） 350円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 200円 �� 280円 �� 270円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 3，490円

票 数

単勝票数 計 392281 的中 � 96977（2番人気）
複勝票数 計 522925 的中 � 109934（2番人気）� 116477（1番人気）� 102452（3番人気）
枠連票数 計 145609 的中 （5－7） 32075（1番人気）
馬連票数 計 656074 的中 �� 108975（1番人気）
馬単票数 計 330499 的中 �� 24271（3番人気）
ワイド票数 計 561500 的中 �� 77639（1番人気）�� 47141（3番人気）�� 51363（2番人気）
3連複票数 計1017287 的中 ��� 113305（1番人気）
3連単票数 計1214976 的中 ��� 25226（3番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペルシャンジュエル �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2019．7．6 福島14着

2017．2．18生 牝3鹿 母 マンデーデライト 母母 オーナーズデライト 6戦1勝 賞金 10，350，000円
〔騎手変更〕 タイセイプルミエ号の騎手松岡正海は，第3日第6競走での落馬負傷のためF．ミナリクに変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナックローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月9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 プーラン号・ヤマヒビキ号・レジイナアン号
※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。

03038 2月9日 晴 良 （2東京1） 第4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

23 ト ラ モ ン ト 牡3栗 56 F．ミナリク �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム B502－162：15．0 2．4�
（独）

59 レオファイナリスト 牡3鹿 56 木幡 巧也�レオ 牧 光二 平取 坂東牧場 476－ 42：15．32 8．1�
34 ロドルフォブレイン 牡3鹿 56 石橋 脩エンジェルレーシング� 尾関 知人 浦河 信岡牧場 530－102：15．83 8．3�
814 トーセンワンダー 牡3栗 56 吉田 豊島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 512＋ 82：16．12 4．1	
712 キークラウン 牡3栗 56

55 ☆野中悠太郎北前孔一郎氏 黒岩 陽一 浦河 赤田牧場 494－ 42：16．41� 11．4

611 ハイテイブルース 牡3栗 56

54 △木幡 育也中地賢次郎氏 田島 俊明 新冠 川上牧場 476＋ 2 〃 アタマ 41．3�
22 マルターズデセオ 牡3栗 56 武藤 雅藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 484－ 22：17．67 17．5�
610 アルコンシチー 牡3鹿 56 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 日高大洋牧場 460± 02：17．7� 45．7
35 カ ラ ヤ ン 牡3栗 56 武士沢友治三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 476－ 82：17．8クビ 43．1�
713 セイリングバリュー 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 502－ 22：17．9� 7．6�
47 サバイバルボス 牡3栗 56 井上 敏樹福田 光博氏 和田 雄二 浦河 鎌田 正嗣 494－122：18．0� 169．8�
58 メイショウフガク 牡3青鹿 56

55 ☆菊沢 一樹松本 好雄氏 和田 勇介 新ひだか フジワラフアーム 464－ 62：18．42� 246．1�
11 ファナティックエロ 牡3芦 56 横山 和生�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 494－ 82：18．5クビ 168．4�
815 ムービングブレイド 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 高橋 祥泰 むかわ ヤマイチ牧場 490－ 42：22．4大差 444．4�
46 ソ リ ス ト 牡3黒鹿56 江田 照男 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 472－ 2 〃 クビ 272．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，335，500円 複勝： 48，245，800円 枠連： 14，099，500円
馬連： 63，230，300円 馬単： 28，569，600円 ワイド： 47，856，500円
3連複： 87，235，700円 3連単： 102，234，300円 計： 425，807，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 210円 � 200円 枠 連（2－5） 1，050円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 500円 �� 420円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 9，970円

票 数

単勝票数 計 343355 的中 � 110788（1番人気）
複勝票数 計 482458 的中 � 113662（1番人気）� 51967（5番人気）� 57100（4番人気）
枠連票数 計 140995 的中 （2－5） 10339（5番人気）
馬連票数 計 632303 的中 �� 39213（4番人気）
馬単票数 計 285696 的中 �� 11606（5番人気）
ワイド票数 計 478565 的中 �� 24563（4番人気）�� 30939（2番人気）�� 11941（13番人気）
3連複票数 計 872357 的中 ��� 23984（7番人気）
3連単票数 計1022343 的中 ��� 7432（21番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．8―12．9―13．0―13．7―13．6―13．0―12．9―12．3―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．4―31．2―44．1―57．1―1：10．8―1：24．4―1：37．4―1：50．3―2：02．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ト ラ モ ン ト �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．12．21 中山5着

2017．4．14生 牡3栗 母 フィロンルージュ 母母 スカーレットレディ 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔その他〕 ムービングブレイド号は，1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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソリスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月9日まで平地競走に出走

できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 東京競馬 第４日



03039 2月9日 晴 良 （2東京1） 第4日 第3競走 ��1，600�3歳新馬
発走11時10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

816 バルサミックムーン 牡3鹿 56 吉田 豊高橋 文男氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 510 ―1：40．1 19．3�
59 キャッツアイ 牝3鹿 54 岩田 康誠広尾レース� 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 470 ―1：40．84 5．9�
23 ペンタグラム 牡3青 56 田辺 裕信 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 464 ―1：41．65 5．2�
48 レ ハ ー ル 牡3鹿 56 横山 和生木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 北光牧場 430 ―1：41．81� 48．9�
713 ティケイプルメリア 牝3鹿 54 M．デムーロ田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 秋場牧場 438 ―1：42．22� 6．5	
24 ファイティング 牡3栗 56 江田 照男田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 笹島 政信 488 ―1：42．51� 3．0

611 ラブエスポー 牝3鹿 54 伊藤 工真増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 466 ― 〃 アタマ 13．9�
36 マッチザハッチ 牡3黒鹿56 F．ミナリク 金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 478 ―1：42．6� 21．3�
（独）

35 ジョインザフロウ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 498 ―1：43．13 10．5
815 アシャカトライミー 牡3栗 56 田中 勝春吉冨 学氏 加藤 和宏 新冠 須崎牧場 494 ―1：43．52� 29．5�
612 ヒスイクロシェット 牝3青鹿54 武藤 雅吉井 理人氏 相沢 郁 浦河 林 孝輝 412 ―1：44．03 59．4�
12 ワンダーサーイター 牡3青鹿56 菅原 隆一山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 456 ―1：44．1� 100．4�
510 ドナラフィナート 牝3鹿 54 松田 大作山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 402 ―1：44．52� 116．3�
11 ハロータイム 牡3栗 56 大庭 和弥西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 488 ―1：44．92� 96．8�
47 レ イ ル チ ル 牡3栗 56 岩部 純二上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 466 ― 〃 クビ 135．3�
714 オオカネヒラ 牡3鹿 56

55 ☆野中悠太郎山口 裕介氏 中竹 和也 新冠 中地 義次 528 ―1：45．0クビ 28．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，495，300円 複勝： 46，962，400円 枠連： 18，786，100円
馬連： 57，369，700円 馬単： 25，645，900円 ワイド： 44，400，200円
3連複： 77，555，100円 3連単： 85，093，200円 計： 388，307，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 550円 � 200円 � 190円 枠 連（5－8） 3，810円

馬 連 �� 6，840円 馬 単 �� 16，560円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 1，750円 �� 600円

3 連 複 ��� 10，550円 3 連 単 ��� 94，620円

票 数

単勝票数 計 324953 的中 � 13423（7番人気）
複勝票数 計 469624 的中 � 17450（8番人気）� 68067（3番人気）� 72657（2番人気）
枠連票数 計 187861 的中 （5－8） 3821（14番人気）
馬連票数 計 573697 的中 �� 6492（23番人気）
馬単票数 計 256459 的中 �� 1161（56番人気）
ワイド票数 計 444002 的中 �� 5834（21番人気）�� 6335（18番人気）�� 20281（4番人気）
3連複票数 計 775551 的中 ��� 5510（31番人気）
3連単票数 計 850932 的中 ��� 652（287番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．4―12．8―13．4―12．8―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―36．6―49．4―1：02．8―1：15．6―1：27．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バルサミックムーン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2017．4．2生 牡3鹿 母 ホワイトペッパー 母母 レッドチリペッパー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アントルドゥメール号・エドノスカッシュ号・ゴールドスナイパー号・デルマヒスイ号・ノーブレイナー号・

マリノスペクトル号・ヤギリエピファクン号
※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。

03040 2月9日 晴 良 （2東京1） 第4日 第4競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走11時40分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
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
1：33．8
1：33．3

重
良

816 ホウオウクリスティ 牝4黒鹿55 津村 明秀小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 482＋161：38．3 17．9�
714 シングシングシング 牝5鹿 55 武藤 雅 �グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B480＋ 61：38．4� 4．9�
713 グロリアーナ 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504－12 〃 クビ 1．8�
59 � ウエスタンマリーヤ 牝5鹿 55 横山 和生西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 482－ 61：38．93 205．1�
611 ハ ン ド リ ー 牝5栗 55 F．ミナリク大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 B464＋ 71：39．11� 31．0	

（独）

36 コンスタンティナ 牝4鹿 55 M．デムーロ山本三津子氏 中野 栄治 新ひだか 田上 徹 506＋241：39．2クビ 6．1

35 ゴ ム マ リ 牝5黒鹿55 吉田 豊田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 492＋ 2 〃 ハナ 147．0�
815 クロスパール 牝4栗 55 丸山 元気 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：39．41	 17．5�
47 チビラーサン 牝4栗 55 田辺 裕信瀬谷 雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 438＋ 21：39．5� 8．8�
24 カッチョエペペ 牝4栗 55 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B446＋ 21：39．6� 33．8�
23 アヴォンリー 牝4栗 55 江田 照男田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 472＋101：40．23� 116．6�
510 ブーケオブジュエル 牝4栗 55 大野 拓弥 �社台レースホース加藤士津八 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 アタマ 48．8�
612 スターリバー 牝5栗 55 武士沢友治田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 山田牧場 478＋181：40．83� 491．0�
11 � ケイツーシリング 牝5鹿 55

54 ☆菊沢 一樹楠本 勝美氏 深山 雅史 新冠 オリエント牧場 414＋ 21：40．9� 420．0�
48 マーヴェラスクイン 牝4鹿 55 内田 博幸山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 422＋ 41：42．07 164．3�
12 � ガビーズメモリー 牝4黒鹿55 柴田 善臣長島 和彦氏 藤原 辰雄 日高 沖田牧場 492＋ 21：42．74 216．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，312，800円 複勝： 57，208，400円 枠連： 18，133，500円
馬連： 72，116，700円 馬単： 37，481，800円 ワイド： 61，302，200円
3連複： 97，001，800円 3連単： 146，719，000円 計： 534，276，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 270円 � 150円 � 110円 枠 連（7－8） 530円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 7，890円

ワ イ ド �� 760円 �� 490円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 22，790円

票 数

単勝票数 計 443128 的中 � 19799（6番人気）
複勝票数 計 572084 的中 � 35036（5番人気）� 95324（2番人気）� 188012（1番人気）
枠連票数 計 181335 的中 （7－8） 26324（3番人気）
馬連票数 計 721167 的中 �� 18248（11番人気）
馬単票数 計 374818 的中 �� 3560（24番人気）
ワイド票数 計 613022 的中 �� 17991（10番人気）�� 29335（4番人気）�� 87524（1番人気）
3連複票数 計 970018 的中 ��� 46146（3番人気）
3連単票数 計1467190 的中 ��� 4666（67番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．0―47．4―1：00．6―1：13．7―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウクリスティ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．11．17 東京10着

2016．3．5生 牝4黒鹿 母 ヴェイルドクリス 母母 ビハインドザマスク 5戦2勝 賞金 13，700，000円
〔騎手変更〕 ゴムマリ号の騎手松岡正海は，第3日第6競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ストライクショット号・ノーブルエイム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03041 2月9日 晴 良 （2東京1） 第4日 第5競走 ��
��1，600�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
1：30．5
1：30．3

良
良

36 オシリスブレイン 牡3青鹿56 大野 拓弥エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 492＋ 21：35．1 2．2�
35 ツ ル ネ 牝3鹿 54 吉田 豊吉井 理人氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 478－ 21：35．2� 8．9�
23 シネマトグラフ 牝3芦 54 C．ルメール 江馬 由将氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 456－ 21：35．41� 3．3�
815 グランエクセレント 牡3鹿 56 田辺 裕信田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 512± 01：35．61 13．3�
12 プラットフォーマー 牝3鹿 54 津村 明秀青山 洋一氏 矢野 英一 安平 追分ファーム 448＋101：35．81	 23．4�
714 シチリアフレイバー 牡3鹿 56 福永 祐一尾田 信夫氏 久保田貴士 浦河 丸幸小林牧場 472＋ 41：35．9� 9．8	
11 ネバーランド 牡3鹿 56 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 430＋ 21：36．22 163．5

612 マイネルアルモニコ 牡3栗 56

55 ☆野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 武田 修一 422－121：36．41	 337．7�

611 ハクサンフルリール 牡3鹿 56 武藤 雅河﨑 五市氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 446＋ 61：36．5クビ 83．0�
510 ロッソビアンコ 牝3鹿 54 柴田 善臣平田 修氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 432＋ 21：36．6� 34．3
816 リベリアスハート 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 450－ 41：36．7� 197．1�
24 インテリジェンス 牝3栗 54 石橋 脩近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 450± 01：36．8� 15．6�
48 ア エ ロ ー ザ 牝3鹿 54 F．ミナリクゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428 ― 〃 ハナ 34．1�
（独）

47 オウケンアマゾネス 牝3黒鹿54 北村 宏司福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 428± 0 〃 ハナ 265．8�
713 アイシーブルー 牡3鹿 56

54 △木幡 育也ディアレストクラブ� 田村 康仁 日高 野島牧場 444＋181：36．9� 541．6�
59 スカイテラス 牡3黒鹿56 S．フォーリー �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 464＋121：37．22 71．6�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，386，700円 複勝： 74，327，400円 枠連： 20，086，500円
馬連： 81，372，200円 馬単： 40，276，600円 ワイド： 69，323，000円
3連複： 112，668，300円 3連単： 145，615，200円 計： 599，055，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 180円 � 130円 枠 連（3－3） 850円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 350円 �� 190円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，290円

票 数

単勝票数 計 553867 的中 � 200827（1番人気）
複勝票数 計 743274 的中 � 239661（1番人気）� 73818（4番人気）� 137655（2番人気）
枠連票数 計 200865 的中 （3－3） 18105（3番人気）
馬連票数 計 813722 的中 �� 73358（2番人気）
馬単票数 計 402766 的中 �� 24847（3番人気）
ワイド票数 計 693230 的中 �� 47633（3番人気）�� 111357（1番人気）�� 25114（7番人気）
3連複票数 計1126683 的中 ��� 77435（1番人気）
3連単票数 計1456152 的中 ��� 24593（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―36．1―48．7―1：01．3―1：12．6―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オシリスブレイン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2019．11．3 東京2着

2017．2．21生 牡3青鹿 母 イ シ ス 母母 アラマサスナイパー 3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔騎手変更〕 マイネルアルモニコ号の騎手松岡正海は，第3日第6競走での落馬負傷のため野中悠太郎に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 コスモシークレット号・バッハスピリッツ号・マンドゥ号・ルティナアスール号
※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。

03042 2月9日 晴 良 （2東京1） 第4日 第6競走 ��
��1，800�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
1：44．2
1：43．9

良
良

816 アクロアイト 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 482 ―1：49．5 15．8�
36 レヴィオーサ 牡3黒鹿56 岩田 康誠佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 クビ 4．2�
24 ラパンセソバージュ 牡3栗 56 M．デムーロ�酒井牧場 大竹 正博 浦河 酒井牧場 452 ―1：49．6� 11．2�
611 トーホウラデン 牡3黒鹿56 福永 祐一東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 494 ―1：49．7� 4．7�
12 マカレナダンス 牡3黒鹿56 大野 拓弥ニューワールドレー

シング� 鈴木 伸尋 浦河 �川 啓一 474 ― 〃 クビ 111．6	
47 ロードウィリアム 牡3鹿 56 内田 博幸 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか 前川 勝春 442 ―1：49．8クビ 37．2

612 ペイシャフラッシュ 牡3黒鹿56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 清水スタッド 486 ―1：50．43� 166．4�
510	 ストロマンテ 牡3栗 56 北村 宏司嶋田 賢氏 国枝 栄 愛 Brittas

House Stud 456 ―1：50．61
 192．4�
714 ストラテジーマップ 牡3鹿 56 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 498 ―1：50．81� 6．3
815	 コスモヒビキ 牡3鹿 54 津村 明秀岡田 繁幸氏 宗像 義忠 新 Kamada

Bloodstock 460 ―1：50．9� 122．9�
11 デルマダイヤモンド 牡3青鹿56 武藤 雅浅沼 廣幸氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 450 ―1：51．0� 28．9�
713 ヴェルズネイ 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 432 ―1：51．1クビ 2．6�
59 ミキノルミナス 牡3黒鹿56 宮崎 北斗谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 真歌田中牧場 488 ―1：51．42 156．7�
48 ピオニーテソーロ 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎了德寺健二ホール
ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 412 ―1：51．61 91．2�

35 キッチンドリンカー 牝3鹿 54
52 △木幡 育也寳寄山拓樹氏 本間 忍 浦河 恵比寿牧場 416 ―1：52．34 271．9�

23 モ ン ジ ベ ロ 牡3鹿 56 田中 勝春手嶋 康雄氏 加藤 和宏 新ひだか 佐竹 学 452 ―1：54．6大差 214．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，030，000円 複勝： 52，285，300円 枠連： 17，614，600円
馬連： 68，009，600円 馬単： 32，580，700円 ワイド： 48，165，700円
3連複： 86，109，200円 3連単： 113，122，200円 計： 465，917，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 330円 � 170円 � 300円 枠 連（3－8） 2，930円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 8，260円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，580円 �� 820円

3 連 複 ��� 7，160円 3 連 単 ��� 54，310円

票 数

単勝票数 計 480300 的中 � 24293（6番人気）
複勝票数 計 522853 的中 � 35757（6番人気）� 97350（2番人気）� 41788（5番人気）
枠連票数 計 176146 的中 （3－8） 4649（11番人気）
馬連票数 計 680096 的中 �� 17236（11番人気）
馬単票数 計 325807 的中 �� 2958（28番人気）
ワイド票数 計 481657 的中 �� 14327（11番人気）�� 7632（15番人気）�� 15305（9番人気）
3連複票数 計 861092 的中 ��� 9013（23番人気）
3連単票数 計1131222 的中 ��� 1510（157番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．3―12．7―12．7―12．6―11．8―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．9―49．6―1：02．3―1：14．9―1：26．7―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

アクロアイト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sunriver 初出走

2017．3．7生 牝3鹿 母 ウィーミスフランキー 母母 Starinthemeadow 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ストロマンテ号の騎手松岡正海は，第3日第6競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。
〔発走状況〕 コスモヒビキ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モンジベロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月9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） 6頭 スーザフォン号・ブローガンダーツ号・マーヴェラスジーン号・メイショウカイコウ号・メイプルスター号・

ロッタチャンセズ号



03043 2月9日 晴 良 （2東京1） 第4日 第7競走 ��
��2，400�4歳以上1勝クラス

発走13時30分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
2：20．6
2：20．6

良
良

22 ハーツイストワール 牡4黒鹿56 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482－ 22：25．4 6．2�
812 ス マ イ ル 牡4鹿 56 M．デムーロ石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 526＋ 42：25．61� 4．1�
33 ピ ン シ ェ ル 牡4鹿 56 吉田 豊岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞	湖 レイクヴィラファーム 528＋122：26．34 4．5�
811
 アルスラーン 牡5黒鹿57 北村 宏司小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 506＋ 82：26．51� 42．8�
79 レオビヨンド 牡4鹿 56 C．ルメール�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 480＋ 42：26．82 3．0�
55 ハンターバレー 牡4栗 56 田中 勝春村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 496＋162：27．11� 34．4	
68 ハギノアップロード 牡4黒鹿56 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 490－ 22：27．31� 17．4

11 インフルエンサー 牡6鹿 57

55 △木幡 育也中西 功氏 深山 雅史 浦河 中村 雅明 448＋142：27．83 90．3�
56 ラヴィアンレーヴ 牡4鹿 56 丸山 元気 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 クビ 7．6
67 アイスブラスト 牡4鹿 56 武藤 雅 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 498＋ 82：28．97 35．9�
710� ベルゲンハーバー 牡4栗 56 岩田 康誠林 正道氏 斎藤 誠 米 Tim Thornton 464－ 22：30．17 240．7�
44 クリノクーニング 牡5鹿 57 横山 典弘栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 452± 0 （競走中止） 46．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 52，643，100円 複勝： 75，104，100円 枠連： 14，639，100円
馬連： 96，111，500円 馬単： 40，555，600円 ワイド： 62，441，000円
3連複： 112，655，000円 3連単： 157，744，700円 計： 611，894，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 160円 � 160円 枠 連（2－8） 1，390円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 560円 �� 490円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 13，820円

票 数

単勝票数 計 526431 的中 � 67114（4番人気）
複勝票数 計 751041 的中 � 82350（5番人気）� 128993（2番人気）� 127234（3番人気）
枠連票数 計 146391 的中 （2－8） 8162（8番人気）
馬連票数 計 961115 的中 �� 53700（7番人気）
馬単票数 計 405556 的中 �� 10629（15番人気）
ワイド票数 計 624410 的中 �� 27955（8番人気）�� 32234（7番人気）�� 39320（3番人気）
3連複票数 計1126550 的中 ��� 41234（7番人気）
3連単票数 計1577447 的中 ��� 8273（50番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．3―13．2―12．5―11．7―11．9―11．9―12．0―11．8―11．3―11．7

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―24．1―37．4―50．6―1：03．1―1：14．8―1：26．7―1：38．6―1：50．6―2：02．4―2：13．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハーツイストワール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2019．4．28 東京2着

2016．2．18生 牡4黒鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 4戦2勝 賞金 16，600，000円
〔騎手変更〕 クリノクーニング号の騎手松岡正海は，第3日第6競走での落馬負傷のため横山典弘に変更。
〔競走中止〕 クリノクーニング号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 クリノクーニング号は，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。

03044 2月9日 晴 良 （2東京1） 第4日 第8競走 ��
��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

12 フィルムフランセ 牝6鹿 55 岩田 康誠吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 492± 01：18．3 8．4�
59 ニシノコトダマ 牡4栗 57 石川裕紀人西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 516＋ 6 〃 クビ 8．5�
612 オルクリスト 牡4鹿 57 横山 典弘�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 492＋ 61：18．72� 6．2�
23 ペイシャボム 牡6鹿 57 柴田 善臣北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 498＋141：19．01� 15．2�
611 プロトイチバンボシ 牡4栗 57 内田 博幸飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 510± 01：19．1� 26．4�
510 フレッシビレ 牝5栗 55 横山 和生�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B516－ 2 〃 クビ 145．5	
816 ウ メ タ ロ ウ 牡5黒鹿57 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B504＋ 41：19．2クビ 7．6

714 シャインサンデー 牝6栗 55 大野 拓弥森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 422＋ 21：19．41 21．0�
47 ハイアーグラウンド 	6鹿 57 F．ミナリク 小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 512＋ 41：19．61
 43．4

（独）

35 カシノブレンド 	4芦 57 M．デムーロ柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 448± 0 〃 クビ 5．4�
11 � ステラルーチェ 牡8栗 57 武士沢友治池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B492＋ 21：19．7� 199．7�
815 デルマカシャーサ 牝5栗 55

53 △木幡 育也浅沼 廣幸氏 田中 博康 千歳 社台ファーム B468＋ 81：19．8� 259．5�
48 ラインギャラント 牝5芦 55 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 456＋ 41：20．12 42．8�
24 フォーティプリンス 牡6栗 57 丸山 元気ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 484± 01：20．2クビ 136．0�
713 パイロジェン 牡4栗 57 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458± 01：20．51� 7．8�
36 ジュンパッション 牡5芦 57 津村 明秀河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B480＋ 21：20．81� 5．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，598，400円 複勝： 83，729，500円 枠連： 27，663，500円
馬連： 114，784，000円 馬単： 42，902，300円 ワイド： 83，063，100円
3連複： 160，076，300円 3連単： 169，639，400円 計： 729，456，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 240円 � 300円 � 200円 枠 連（1－5） 4，110円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 7，600円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 830円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ��� 52，200円

票 数

単勝票数 計 475984 的中 � 44993（6番人気）
複勝票数 計 837295 的中 � 89770（5番人気）� 66906（7番人気）� 116223（2番人気）
枠連票数 計 276635 的中 （1－5） 5205（18番人気）
馬連票数 計1147840 的中 �� 23906（20番人気）
馬単票数 計 429023 的中 �� 4229（43番人気）
ワイド票数 計 830631 的中 �� 18552（17番人気）�� 25950（7番人気）�� 20906（14番人気）
3連複票数 計1600763 的中 ��� 15477（31番人気）
3連単票数 計1696394 的中 ��� 2356（219番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．2―12．1―12．4―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．6―28．8―40．9―53．3―1：05．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィルムフランセ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．23 東京3着

2014．4．3生 牝6鹿 母 フレンチノワール 母母 パープルホワイト 24戦4勝 賞金 51，450，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウイナーズロード号・ジュニエーブル号
※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。



03045 2月9日 晴 良 （2東京1） 第4日 第9競走 ��
��2，400�ゆ り か も め 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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

11 リリーピュアハート 牝3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 438＋ 82：27．0 3．4�
66 ヴォリアーモ 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460＋ 82：27．31� 3．1�
88 サトノシャローム 牡3鹿 56 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 ハナ 4．6�
89 ルトロヴァイユ 牝3鹿 54 吉田 豊古川 一弘氏 竹内 正洋 洞�湖 レイクヴィラファーム 466－ 42：27．4� 29．4�
77 ア ル サ ト ワ 牡3鹿 56 S．フォーリーゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 62：27．5� 6．1	
（愛）

44 ハギノエスペラント 牡3青鹿56 F．ミナリク日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 478＋ 6 〃 ハナ 32．1

（独）

22 クロスザルビコン 牡3青鹿56 田辺 裕信小村アセットM� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434－102：27．71	 16．3�

33 ローレリスト 牡3鹿 56 横山 典弘多田 賢司氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 454－ 62：28．65 15．3�
55 
 ヴィズサクセス 牡3鹿 56 北村 宏司嶋田 賢氏 手塚 貴久 愛 Airlie Stud 458± 02：30．19 13．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 71，755，300円 複勝： 74，312，300円 枠連： 16，038，700円
馬連： 118，382，200円 馬単： 57，383，100円 ワイド： 75，909，600円
3連複： 144，915，500円 3連単： 259，502，900円 計： 818，199，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 120円 � 150円 枠 連（1－6） 560円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 220円 �� 320円 �� 270円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計 717553 的中 � 166113（2番人気）
複勝票数 計 743123 的中 � 159318（2番人気）� 176019（1番人気）� 105372（3番人気）
枠連票数 計 160387 的中 （1－6） 21884（1番人気）
馬連票数 計1183822 的中 �� 160129（1番人気）
馬単票数 計 573831 的中 �� 37635（1番人気）
ワイド票数 計 759096 的中 �� 95665（1番人気）�� 55607（3番人気）�� 71255（2番人気）
3連複票数 計1449155 的中 ��� 152455（1番人気）
3連単票数 計2595029 的中 ��� 60853（1番人気）

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

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―24．2―36．8―49．3―1：02．1―1：14．7―1：27．0―1：39．6―1：52．3―2：04．0―2：15．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F34．7
1
3
・（7，8）－（5，4）（1，9）6，2－3・（8，4）7－5，9（1，6）－2－3

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

勝馬の
紹 介

リリーピュアハート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2019．8．4 新潟2着

2017．4．14生 牝3鹿 母 リリーオブザヴァレー 母母 Pennegale 3戦2勝 賞金 18，089，000円
〔騎手変更〕 ヴィズサクセス号の騎手松岡正海は，第3日第6競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。
〔制裁〕 サトノシャローム号の騎手M．デムーロは，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※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。

03046 2月9日 晴 良 （2東京1） 第4日 第10競走 ��
��1，600�

はくれい

白嶺ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．2．2以降2．2．2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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

11 フォギーナイト 牡6芦 54 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 496－ 81：36．3 4．0�

612 マッスルビーチ 牡4黒鹿55 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋141：36．4� 3．8�

35 ヴァイトブリック 牡4青鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 508＋101：36．61� 17．5�
714 デターミネーション 牡4鹿 55 S．フォーリー �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 476＋121：36．81� 6．0�

（愛）

816 バーンフライ 牡5黒鹿55 野中悠太郎�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492± 01：37．01� 23．7	

611 トワイライトタイム 牡5青鹿55 岩田 康誠三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 クビ 17．0

510 ハーグリーブス 牡5芦 54 大野 拓弥水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 510－ 21：37．1クビ 25．0�
815 ビービーガウディ 牡6栗 54 柴田 善臣�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 484± 0 〃 ハナ 123．7�
47 カレンガリアード 牡5黒鹿54 津村 明秀鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 468＋ 4 〃 ハナ 36．5
36 フィールザファラオ 牡5黒鹿54 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 466± 01：37．31 11．8�
12 マ リ オ 牡5鹿 54 石橋 脩サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 498－ 6 〃 アタマ 10．9�
23 バンブトンハート 牝4青鹿52 田中 勝春樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 506± 0 〃 クビ 7．7�
24 エ ネ ス ク 牡7鹿 54 内田 博幸節 英司氏 山内 研二 新冠 須崎牧場 522＋ 21：37．4	 67．6�
48 
 デンバーテソーロ 牝4栗 53 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 加 Debbie Collum &
Patricia Fairbairn 464＋ 81：38．03� 81．2�

713 セイウンクールガイ 牡5栗 54 武藤 雅西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 B458＋ 61：38．1� 90．8�
59 メガオパールカフェ 牡9栗 52 吉田 豊西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 B548＋ 61：38．95 254．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，609，800円 複勝： 100，207，700円 枠連： 41，137，900円
馬連： 191，384，900円 馬単： 70，424，700円 ワイド： 124，171，900円
3連複： 271，582，600円 3連単： 319，190，600円 計： 1，191，710，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 170円 � 470円 枠 連（1－6） 600円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，740円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 20，260円

票 数

単勝票数 計 736098 的中 � 146077（2番人気）
複勝票数 計1002077 的中 � 149252（2番人気）� 180450（1番人気）� 42184（10番人気）
枠連票数 計 411379 的中 （1－6） 52782（1番人気）
馬連票数 計1913849 的中 �� 144755（1番人気）
馬単票数 計 704247 的中 �� 27524（2番人気）
ワイド票数 計1241719 的中 �� 77828（1番人気）�� 17353（19番人気）�� 27216（13番人気）
3連複票数 計2715826 的中 ��� 41235（11番人気）
3連単票数 計3191906 的中 ��� 11419（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．1―47．2―59．7―1：12．0―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォギーナイト �
�
父 Tapit �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2016．11．12 東京1着

2014．5．15生 牡6芦 母 シャンパンドーロ 母母 Champagne Glow 8戦5勝 賞金 56，743，000円
〔騎手変更〕 エネスク号の騎手松岡正海は，第3日第6競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 スズカフリオーソ号・ペプチドバンブー号・マイウェイアムール号・レッドレグナント号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



03047 2月9日 晴 良 （2東京1） 第4日 第11競走 ��
��1，600�第70回東 京 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過
額2，000万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

11 プリモシーン 牝5青鹿56 M．デムーロ �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：33．0 7．8�
612 シャドウディーヴァ 牝4黒鹿54 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 470－ 41：33．1	 14．2�
713 クリノガウディー 牡4栗 56 横山 典弘栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 496＋ 8 〃 ハナ 8．7�
35 サトノアーサー 牡6青鹿56 田辺 裕信 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494＋101：33．2	 7．7�
24 ク ル ー ガ ー 牡8黒鹿57 S．フォーリー �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 528 〃 ハナ 84．1	

（愛）

12 ヴァンドギャルド 牡4鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 クビ 3．8

48 
 スウィングビート 牡5鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 490－ 41：33．41	 177．1�
36 レ イ エ ン ダ 牡5黒鹿57 丸山 元気 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B496＋121：33．5	 17．4�
59 レッドヴェイロン 牡5鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 ハナ 2．9
510 ロワアブソリュー 牡7鹿 56 吉田 豊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B518＋ 6 〃 アタマ 402．7�
815 ケイアイノーテック 牡5鹿 58 津村 明秀亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 474± 01：33．6クビ 20．9�
47 ケイデンスコール 牡4鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 ハナ 26．4�
816 ド ー ヴ ァ ー 牡7栗 57 北村 宏司ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504± 01：34．02	 58．4�
714 ゴールドサーベラス 牡8栗 56 内田 博幸田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 456＋101：34．21 503．1�
611
 キャンベルジュニア 牡8鹿 56 F．ミナリク吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

552＋ 81：34．41	 89．6�
（独）

23 モルフェオルフェ 牝5鹿 54 江田 照男並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 454＋ 81：35．57 59．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 285，363，600円 複勝： 363，880，100円 枠連： 172，036，500円 馬連： 929，325，200円 馬単： 361，791，700円
ワイド： 529，733，900円 3連複： 1，539，883，900円 3連単： 2，350，215，100円 5重勝： 613，383，200円 計： 7，145，613，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 290円 � 340円 � 300円 枠 連（1－6） 1，960円

馬 連 �� 7，270円 馬 単 �� 12，920円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 1，460円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 19，730円 3 連 単 ��� 125，560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����� 2，213，230円

票 数

単勝票数 計2853636 的中 � 289494（4番人気）
複勝票数 計3638801 的中 � 331488（4番人気）� 276055（6番人気）� 322363（5番人気）
枠連票数 計1720365 的中 （1－6） 67968（8番人気）
馬連票数 計9293252 的中 �� 99010（23番人気）
馬単票数 計3617917 的中 �� 20994（41番人気）
ワイド票数 計5297339 的中 �� 68460（22番人気）�� 93813（16番人気）�� 80509（19番人気）
3連複票数 計15398839 的中 ��� 58533（60番人気）
3連単票数 計23502151 的中 ��� 13570（368番人気）
5重勝票数 計6133832 的中 ����� 194

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―11．6―11．8―11．5―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．7―46．3―58．1―1：09．6―1：21．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリモシーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fastnet Rock デビュー 2017．9．17 中山2着

2015．4．27生 牝5青鹿 母 モ シ ー ン 母母 Sumehra 14戦4勝 賞金 202，100，000円
〔制裁〕 クリノガウディー号の騎手横山典弘は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

レイエンダ号の騎手丸山元気は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 プロディガルサン号
※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。

03048 2月9日 晴 良 （2東京1） 第4日 第12競走 ��
��1，400�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，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
1：19．4
1：19．0

良
良

44 ブルスクーロ 牡4鹿 57 S．フォーリー �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B518＋ 81：21．5 5．3�
（愛）

711 ココフィーユ 牝4鹿 55 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 438＋ 4 〃 アタマ 14．7�
45 スイーズドリームス 牡6鹿 57 田辺 裕信大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504－ 61：21．71 6．4�
69 � フォッサマグナ 牡4黒鹿57 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 Lofts Hall

Stud 474－ 21：21．8	 2．4�
813 カ ル リ ー ノ 牡4鹿 57 石橋 脩 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 510－ 61：22．01
 3．6	
56 � ヴォイスオブジョイ 牝4鹿 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 462＋ 41：22．1� 13．0


11 ド ウ デ ィ 牡6鹿 57 柴田 善臣 e馬主組合 小野 次郎 新冠 松浦牧場 490－ 41：22．52	 61．1�
710 マイティーワークス 牝5青鹿55 F．ミナリク中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B474－ 41：22．71
 72．6�

（独）

68 ボールドジャパン 牡9鹿 57 江田 照男増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 520－ 41：22．8	 108．7
22 スノードーナツ 牝6黒鹿55 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 494＋ 81：22．9	 377．9�
57 ホウオウスクラム 牡5栗 57 大野 拓弥小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 516＋ 21：23．0	 31．5�
33 スワンボート 牡10鹿 57

56 ☆菊沢 一樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 494＋221：23．21
 449．9�
812 ナ イ ス ド ゥ 牝5栗 55

53 △木幡 育也田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 浦河日成牧場 434＋ 61：25．1大差 212．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 128，732，500円 複勝： 137，690，500円 枠連： 52，097，200円
馬連： 250，377，400円 馬単： 121，211，500円 ワイド： 169，968，100円
3連複： 353，901，000円 3連単： 591，127，100円 計： 1，805，105，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 310円 � 200円 枠 連（4－7） 1，560円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 6，520円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 480円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 5，430円 3 連 単 ��� 29，350円

票 数

単勝票数 計1287325 的中 � 193877（3番人気）
複勝票数 計1376905 的中 � 206174（3番人気）� 98692（6番人気）� 186503（4番人気）
枠連票数 計 520972 的中 （4－7） 25769（7番人気）
馬連票数 計2503774 的中 �� 51961（12番人気）
馬単票数 計1212115 的中 �� 13923（21番人気）
ワイド票数 計1699681 的中 �� 40433（12番人気）�� 97119（6番人気）�� 36120（15番人気）
3連複票数 計3539010 的中 ��� 48848（18番人気）
3連単票数 計5911271 的中 ��� 14601（94番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．5―11．8―11．3―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―35．5―47．3―58．6―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルスクーロ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Out of Place デビュー 2018．7．1 中京1着

2016．2．23生 牡4鹿 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 12戦3勝 賞金 47，298，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナイスドゥ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月9日まで平地競走に出

走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（2東京1）第4日 2月9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 177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
厩務員出走奨励金

250，890，000円
29，760，000円
1，570，000円
29，670，000円
74，072，500円
5，139，500円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
913，491，100円
1，166，246，000円
426，894，000円
2，108，071，100円
891，873，400円
1，372，485，200円
3，145，313，100円
4，561，701，300円
613，383，200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 15，199，458，400円

総入場人員 31，137名 （有料入場人員 29，664名）
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