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03073 2月22日 曇 良 （2東京1） 第7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

35 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 474－ 41：25．8 3．0�
24 ディアコニア 牝3青鹿54 S．フォーリー �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 462＋101：26．75 3．3�

（愛）

714 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 442－ 2 〃 アタマ 17．2�

816 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 B420± 01：27．55 3．3�
36 ハワイアンムーン 牝3鹿 54 F．ミナリク窪田 芳郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 456－ 61：27．81� 22．6	

（独）

713 アオイサンゴショウ 牝3栗 54 武藤 雅芹澤 精一氏 田中 清隆 むかわ 市川牧場 430＋141：28．12 182．8

23 セイレーンズベルン 牝3黒鹿54 北村 宏司四本 昭弘氏 加藤 和宏 浦河 笹地牧場 416＋ 41：28．41� 29．4�
11 ロマンスストーリー 牝3芦 54

53 ☆野中悠太郎�明栄商事 新開 幸一 日高 高柳 隆男 436－ 4 〃 クビ 40．3�
12 キアナポラリス 牝3栗 54 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 434＋ 21：28．61 31．9
48 タ マ サ イ 牝3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 尾関 知人 浦河 中神牧場 430＋ 41：28．81� 237．0�
510 サツキオーゴン 牝3黒鹿54 藤井勘一郎小野 博郷氏 石栗 龍彦 浦河 鎌田 正嗣 422＋ 41：28．9クビ 322．6�
47 セブンシースケイプ 牝3鹿 54 横山 和生�G1レーシング 勢司 和浩 新冠 新冠橋本牧場 452± 01：29．0� 151．5�
815 ルージュキッス 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 平取 有限会社中
田牧場 438＋ 81：29．21� 108．1�

611 ベ ス テ ィ ー 牝3芦 54
52 △木幡 育也林 正道氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 464－ 61：30．05 363．9�

612 ミッキーベル 牝3栗 54 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 416－141：30．74 40．2�
59 グリエクレール 牝3芦 54 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 浦河 梅田牧場 452＋ 61：31．55 12．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，847，300円 複勝： 51，413，400円 枠連： 13，588，900円
馬連： 60，406，000円 馬単： 29，932，600円 ワイド： 51，638，900円
3連複： 94，316，800円 3連単： 104，440，000円 計： 440，583，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 150円 � 300円 枠 連（2－3） 380円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 250円 �� 490円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 5，940円

票 数

単勝票数 計 348473 的中 � 91110（1番人気）
複勝票数 計 514134 的中 � 141855（1番人気）� 90048（3番人気）� 30299（4番人気）
枠連票数 計 135889 的中 （2－3） 27528（1番人気）
馬連票数 計 604060 的中 �� 96928（1番人気）
馬単票数 計 299326 的中 �� 21626（2番人気）
ワイド票数 計 516389 的中 �� 58750（2番人気）�� 25394（4番人気）�� 17709（7番人気）
3連複票数 計 943168 的中 ��� 48220（2番人気）
3連単票数 計1044400 的中 ��� 12742（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．4―36．6―48．9―1：01．2―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クールマキシマム �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．11．17 東京5着

2017．5．21生 牝3黒鹿 母 フローラルウインド 母母 ハ ル カ ゼ 4戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッキーベル号・グリエクレール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月

22日まで平地競走に出走できない。
ベスティー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月22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。
（非抽選馬） 2頭 エクメディノツルギ号・グラニュエル号
※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。

03074 2月22日 晴 良 （2東京1） 第7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

12 リュードマン 牡3黒鹿56 横山 典弘 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中川 公成 青森 風ノ丘ファーム B472＋ 22：16．7 7．8�

36 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 526－ 42：16．8� 5．0�
611 トップリーチ 牡3黒鹿56 横山 和生紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 438－ 82：17．01 63．9�
24 ケイアイタカプナ 牡3黒鹿56 江田 照男亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 462± 02：17．1� 48．6�
48 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 472－ 22：17．42 5．0�
47 サバイバルボス 牡3栗 56 内田 博幸福田 光博氏 和田 雄二 浦河 鎌田 正嗣 500＋ 62：17．71� 320．6	
59 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 492－ 22：17．8� 20．9

23 ス ウ ィ ン グ 牡3栗 56 田辺 裕信 �カナヤマホール

ディングス 高柳 瑞樹 日高 荒井ファーム 480＋ 22：17．9クビ 8．4�
510 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 452－ 4 〃 ハナ 434．4�
35 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 B486－ 22：18．0� 141．5�
815 ソルメンシス 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ B492－ 42：18．21� 80．9�

714 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 474－ 22：18．73 2．7�
11 クラウンマハロ 牡3黒鹿56 武藤 雅�クラウン 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 B510＋ 62：19．02 47．3�
816 ボントンルレ 牡3鹿 56 丸山 元気ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 2 〃 ハナ 32．5�
612 ジ ョ ウ ハ リ 牡3栗 56 武士沢友治林 弘之氏 田島 俊明 様似 様似共栄牧場 438＋ 62：19．1� 205．9�
713 オルプランタン 牝3鹿 54 F．ミナリク岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 424－ 62：20．710 12．1�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，380，300円 複勝： 49，653，000円 枠連： 12，962，600円
馬連： 57，647，200円 馬単： 26，536，300円 ワイド： 46，531，300円
3連複： 82，470，700円 3連単： 92，253，300円 計： 397，434，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 290円 � 200円 � 1，540円 枠 連（1－3） 1，800円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 6，780円 �� 5，530円

3 連 複 ��� 39，440円 3 連 単 ��� 103，850円

票 数

単勝票数 計 293803 的中 � 29864（4番人気）
複勝票数 計 496530 的中 � 44926（5番人気）� 77780（3番人気）� 6704（11番人気）
枠連票数 計 129626 的中 （1－3） 5559（8番人気）
馬連票数 計 576472 的中 �� 19204（9番人気）
馬単票数 計 265363 的中 �� 4221（19番人気）
ワイド票数 計 465313 的中 �� 11925（12番人気）�� 1731（48番人気）�� 2127（41番人気）
3連複票数 計 824707 的中 ��� 1568（93番人気）
3連単票数 計 922533 的中 ��� 644（298番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．9―13．3―13．7―13．6―12．8―12．3―12．5―13．2―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．7―31．6―44．9―58．6―1：12．2―1：25．0―1：37．3―1：49．8―2：03．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リュードマン �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．11．23 東京3着

2017．5．31生 牡3黒鹿 母 オープンシャッセ 母母 ニシノエルハーブ 4戦1勝 賞金 6，900，000円
〔発走状況〕 ロドルフォブレイン号は，枠入り不良。
〔制裁〕 リュードマン号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 セイカタチバナ号・ハイテイブルース号・ハロータイム号
（非抽選馬） 1頭 エアリアルシティー号
※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。

第１回 東京競馬 第７日



03075 2月22日 晴 良 （2東京1） 第7日 第3競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走11時10分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

815 プロヴィデンス 牡3栗 56 田辺 裕信藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 槇本牧場 476－ 41：25．3 4．6�
612 ブランクチェック 牝3栗 54 S．フォーリーゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 21：25．72� 6．5�
（愛）

816 パルディエス 牡3鹿 56 横山 典弘吉田 照哉氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 アタマ 3．2�
714 トリプルシックス 牝3黒鹿54 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 466－ 21：25．8クビ 39．8�
36 インウィクトス 牡3鹿 56 M．デムーロ加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 458－ 61：26．22� 5．9�
48 カ イ ア ワ セ 牝3栗 54 武士沢友治内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 436± 01：26．3クビ 13．0�
24 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 454－ 2 〃 クビ 44．0

59 スズカコーズマンボ 牡3鹿 56 北村 宏司永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B468－ 81：26．4� 11．4�
11 バウンティハンター 牡3黒鹿56 黛 弘人浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 480－ 41：26．5� 25．7�
12 アポロセイラン 牡3鹿 56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 452± 01：26．6� 95．9
23 ニシノホライゾン 牡3鹿 56 丸山 元気西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 514＋ 41：26．7クビ 39．9�
713 ドンマニフィコ 牡3芦 56 石橋 脩山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 436＋ 21：26．8� 27．0�
611 テンサイドカップ 牝3鹿 54 内田 博幸天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 470＋ 4 〃 アタマ 16．7�
47 クリアミッション 牡3鹿 56 大庭 和弥大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 506± 01：26．9� 67．5�
35 ハ デ ィ ア 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹	ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 464－ 41：28．38 140．1�
510 エコロアーサー 牡3栗 56

55 ☆野中悠太郎原村 正紀氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 452－ 21：29．36 322．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，056，600円 複勝： 65，796，100円 枠連： 19，788，000円
馬連： 64，992，100円 馬単： 29，602，200円 ワイド： 61，296，400円
3連複： 96，522，500円 3連単： 99，352，700円 計： 477，406，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 210円 � 160円 枠 連（6－8） 510円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 830円 �� 340円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 16，430円

票 数

単勝票数 計 400566 的中 � 69085（2番人気）
複勝票数 計 657961 的中 � 86096（3番人気）� 73590（4番人気）� 120297（1番人気）
枠連票数 計 197880 的中 （6－8） 29522（1番人気）
馬連票数 計 649921 的中 �� 23618（5番人気）
馬単票数 計 296022 的中 �� 5157（12番人気）
ワイド票数 計 612964 的中 �� 17449（7番人気）�� 50305（1番人気）�� 31774（3番人気）
3連複票数 計 965225 的中 ��� 27643（2番人気）
3連単票数 計 993527 的中 ��� 4382（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．1―48．7―1：00．9―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロヴィデンス �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．6．22 函館10着

2017．2．25生 牡3栗 母 ワイルドシンガー 母母 ウインルーシッド 8戦2勝 賞金 14，100，000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。

03076 2月22日 晴 良 （2東京1） 第7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）

負担重量は，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
1：33．8
1：33．3

重
良

816 パイロテクニクス �4鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 原口牧場 506－ 61：38．2 2．2�
47 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 B476－ 41：38．3� 4．1�
815 マイネルレンカ 牡6黒鹿57 S．フォーリー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 470＋ 61：38．72� 54．7�

（愛）

48 	 チェリートリトン 牡6芦 57 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 490＋ 21：38．8クビ 9．2�
36 ショーヒデキラ 牡4鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 482－ 41：39．22� 8．4	
713 モリノカワセミ 牝4鹿 55 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 464＋101：39．41� 12．0

12 オープンザウェイ �8栗 57 木幡 巧也ディアレストクラブ� 菊川 正達 日高 沖田牧場 474＋ 21：39．5クビ 59．8�
714	 ヴィーヴルサヴィ �5鹿 57

56 ☆野中悠太郎ライオンレースホース� 林 徹 千歳 社台ファーム B510＋ 61：39．6� 189．4�
23 ニューツーリズム 牡4青鹿57 M．デムーロ吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 510＋ 21：39．7� 8．4
510 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± 01：39．8クビ 56．6�

（独）

612 アミュリオン 牡4栗 57 黛 弘人吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 472＋ 6 〃 ハナ 105．9�
11 	 ゴルトグランツ 牡4栗 57

56 ☆菊沢 一樹�ヤブウチ 萱野 浩二 日高 広富牧場 470－181：40．01
 213．5�
59 ナ ム ラ ブ ル 牡4鹿 57 横山 典弘奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 478± 01：40．32 28．8�
35 	 スズカアポロ 牡9黒鹿 57

55 △木幡 育也永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B484＋141：41．910 291．6�
611 ストライクショット 牝7鹿 55 田中 勝春�イージス 石毛 善彦 安平 ノーザンファーム 506－ 61：43．510 263．2�
24 コングールテソーロ 牡4鹿 57 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 480± 01：43．81� 44．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，256，100円 複勝： 58，845，500円 枠連： 16，554，900円
馬連： 68，768，300円 馬単： 32，143，800円 ワイド： 57，100，500円
3連複： 95，710，600円 3連単： 115，720，500円 計： 482，100，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 140円 � 620円 枠 連（4－8） 340円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，200円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 14，640円

票 数

単勝票数 計 372561 的中 � 132589（1番人気）
複勝票数 計 588455 的中 � 165564（1番人気）� 115821（2番人気）� 14419（9番人気）
枠連票数 計 165549 的中 （4－8） 37381（1番人気）
馬連票数 計 687683 的中 �� 107194（1番人気）
馬単票数 計 321438 的中 �� 29237（1番人気）
ワイド票数 計 571005 的中 �� 78884（1番人気）�� 10937（13番人気）�� 5489（25番人気）
3連複票数 計 957106 的中 ��� 14376（16番人気）
3連単票数 計1157205 的中 ��� 5728（37番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．4―12．3―12．1―12．1―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．8―49．1―1：01．2―1：13．3―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 7，15，8，14（11，16）－（1，6）－（13，12）（5，10）3（4，9）2 4 7，15，8，14，16，11，6，1（13，12）10（5，3）9－（4，2）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

パイロテクニクス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．7．1 函館1着

2016．3．30生 �4鹿 母 ショウナンハトバ 母母 フィーユドノワール 10戦2勝 賞金 37，210，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ストライクショット号・コングールテソーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

3月22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。
（非抽選馬） 2頭 テキーラ号・ドーファン号
※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。



03077 2月22日 晴 良 （2東京1） 第7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

714 クロノメーター 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �サンデーレーシング 尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442＋ 61：35．1 2．9�

816 ノーエクスキューズ 牡3青鹿56 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 496＋ 41：35．31� 8．3�
35 ロジアイリッシュ 牝3鹿 54 川田 将雅久米田正平氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 492－ 21：35．72� 6．7�
12 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 494－ 61：35．8� 3．8�
713 オメガエリタージュ 牡3青鹿56 池添 謙一原 	子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 444－ 41：36．01 16．0�
11 ス リ ジ エ 牝3鹿 54 F．ミナリク	ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 480＋121：36．21� 41．9


（独）

510 スピードオブラブ 牝3鹿 54 吉田 豊石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 432－ 4 〃 同着 6．0�
24 ヒナノコバン 牡3鹿 56 柴田 善臣日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 452＋ 21：36．51� 254．3�
611 ナックペガサス 牡3鹿 56 横山 和生小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 モリナガファーム 450＋ 2 〃 ハナ 271．6
48 エースインザハート 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行西村 �平氏 大江原 哲 日高 三輪牧場 448± 0 〃 クビ 251．5�
47 キタノポケット 牝3栗 54

52 △木幡 育也北所 直人氏 深山 雅史 日高 森永牧場 376－ 61：36．6クビ 50．5�
815 ノーブレスサンデー 牡3鹿 56 菅原 隆一�ミルファーム 清水 英克 新ひだか 真歌田中牧場 448＋201：36．91� 636．6�
36 エリーストーム 牝3黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎谷川 正純氏 本間 忍 新冠 小泉 学 430＋ 81：37．22 94．4�
612 トーセンオリジン 牡3鹿 56 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 452＋101：37．3� 64．9�
59 コスモプロケッラ 牡3青鹿56 S．フォーリー �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 野坂牧場 442＋ 21：38．15 116．9�

（愛）

23 ナショナルアンセム 牝3鹿 54 M．デムーロ 	グリーンファーム矢野 英一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444 ―1：38．2� 15．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，646，800円 複勝： 73，649，700円 枠連： 17，004，800円
馬連： 77，497，900円 馬単： 35，381，300円 ワイド： 57，990，600円
3連複： 103，776，600円 3連単： 116，978，500円 計： 526，926，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 250円 � 180円 枠 連（7－8） 1，090円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 610円 �� 510円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 15，400円

票 数

単勝票数 計 446468 的中 � 120608（1番人気）
複勝票数 計 736497 的中 � 161614（1番人気）� 61428（5番人気）� 102726（4番人気）
枠連票数 計 170048 的中 （7－8） 12065（4番人気）
馬連票数 計 774979 的中 �� 39874（6番人気）
馬単票数 計 353813 的中 �� 10996（8番人気）
ワイド票数 計 579906 的中 �� 24532（7番人気）�� 30370（6番人気）�� 11597（16番人気）
3連複票数 計1037766 的中 ��� 20956（11番人気）
3連単票数 計1169785 的中 ��� 5504（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．8―47．8―59．8―1：11．4―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロノメーター �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．10．26 東京3着

2017．2．28生 牡3黒鹿 母 タイムウィルテル 母母 フサイチカツラ 3戦1勝 賞金 8，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アイルショウユー号・アクニディ号・サンバトルクリーク号・ブルーベル号・ローズパルファン号
※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。

03078 2月22日 晴 良 （2東京1） 第7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

68 レッドサーシャ 牝3栗 54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 浦河 辻 牧場 456 ―1：50．1 5．8�
22 ブラックアモーレ 牝3鹿 54 石橋 脩�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 464 ― 〃 クビ 7．1�
56 ワ ー ウ ル フ 牡3黒鹿56 川田 将雅窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 468 ―1：50．31� 2．8�
812 エンドレスレイン 牡3黒鹿56 吉田 豊丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 484 ― 〃 クビ 7．4�
44 キングズフォース 牡3黒鹿56 M．デムーロゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472 ― 〃 アタマ 6．7	
11 � ダンレアリー 牡3鹿 56 S．フォーリーゴドルフィン 中竹 和也 愛 Godolphin 524 ―1：50．51 5．3


（愛）

79 ウインフウジン 牡3黒鹿56 宮崎 北斗�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 462 ―1：51．88 60．3�
67 � ショウナンマルーン 牡3芦 56 丸山 元気国本 哲秀氏 上原 博之 愛 John

O’Connor 492 ―1：52．01� 17．8�
55 ボヘミアンヒーロー 牡3黒鹿56 中谷 雄太林 正道氏 森田 直行 日高 白井牧場 512 ―1：52．85 78．9
811 キューゴーパドック 牡3鹿 56

55 ☆野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 日高 鹿戸 和幸 502 ―1：52．9	 157．4�
33 キクノキング 牡3鹿 56 池添 謙一菊池 五郎氏 森田 直行 新冠 村本牧場 486 ―1：53．11� 45．2�
710 キティマグネット 牡3栗 56

54 △木幡 育也吉岡 泰治氏 和田正一郎 日高 沖田牧場 480 ―1：58．8大差 180．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 37，588，000円 複勝： 43，079，100円 枠連： 12，068，600円
馬連： 57，537，000円 馬単： 28，780，400円 ワイド： 40，065，300円
3連複： 70，739，000円 3連単： 99，123，400円 計： 388，980，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 170円 � 130円 枠 連（2－6） 1，260円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 640円 �� 290円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 10，930円

票 数

単勝票数 計 375880 的中 � 51010（3番人気）
複勝票数 計 430791 的中 � 64177（2番人気）� 56905（4番人気）� 98314（1番人気）
枠連票数 計 120686 的中 （2－6） 7375（6番人気）
馬連票数 計 575370 的中 �� 23212（8番人気）
馬単票数 計 287804 的中 �� 6397（13番人気）
ワイド票数 計 400653 的中 �� 14531（9番人気）�� 38551（1番人気）�� 28022（3番人気）
3連複票数 計 707390 的中 ��� 35680（2番人気）
3連単票数 計 991234 的中 ��� 6573（31番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．2―12．3―12．4―12．3―12．1―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．3―48．6―1：01．0―1：13．3―1：25．4―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．1―3F36．8

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

勝馬の
紹 介

レッドサーシャ �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 Galileo 初出走

2017．4．17生 牝3栗 母 アクアシャンデリア 母母 Showdown 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キティマグネット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月22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。



03079 2月22日 晴 良 （2東京1） 第7日 第7競走 ��
��1，400�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，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
1：21．5
1：20．3

重
不良

816 グラデュエイト 牡5青鹿57 川田 将雅阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 514＋ 61：24．6 2．1�
48 � パイオニアバローズ 	4黒鹿57 池添 謙一猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Bret Jones 524－121：25．55 33．3�
23 ポップアップスター 牡6青鹿57 石橋 脩 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 526－ 81：25．71
 5．3�
11 デルマカミカゼ 牡5黒鹿57 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 464－ 2 〃 クビ 24．3�
59 フジノタカネ 牡4芦 57 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B522＋ 21：25．8� 6．5�
12 キングキャラット 牡4栗 57

55 △木幡 育也田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 熊谷 武 516＋ 21：26．11� 114．7	
713� コスモクウェンチ 牡6鹿 57 武士沢友治Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 2 〃 ハナ 25．1

714 クラウンクラシック 牡5芦 57

56 ☆野中悠太郎矢野 恭裕氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 490＋ 61：26．31
 69．0�
612 クワトロダッシュ 牡5栗 57 木幡 巧也ザ・チャンピオンズ 牧 光二 日高 チャンピオン

ズファーム 494＋ 4 〃 ハナ 20．5�
24 ナイスプリンセス 牝4鹿 55 田辺 裕信田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 448＋ 2 〃 アタマ 22．1
36 �� ステラストラータ 	5鹿 57 柴田 善臣岡田 牧雄氏 大江原 哲 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

476－ 21：26．4クビ 21．4�
815� デルマアンバリッド 牝4鹿 55 武藤 雅浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 482－141：26．82 282．4�
47 カーリングストーン 牡4鹿 57

56 ☆菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 476＋ 61：26．9クビ 7．1�
611 モッズストーン 	4栗 57 津村 明秀吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか 畠山牧場 486＋ 41：27．11 55．2�
35 � スマートグランダム 牝4栗 55 内田 博幸大川 徹氏 加藤 征弘 加 Josham Farms

Limited 516－ 21：27．31 210．5�
510� ファーベライト 牝5黒鹿55 江田 照男髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 482－ 61：30．0大差 409．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，023，300円 複勝： 71，057，700円 枠連： 19，810，200円
馬連： 85，596，400円 馬単： 38，265，400円 ワイド： 66，590，800円
3連複： 119，829，200円 3連単： 139，461，900円 計： 581，634，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 530円 � 160円 枠 連（4－8） 760円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 270円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 27，040円

票 数

単勝票数 計 410233 的中 � 153572（1番人気）
複勝票数 計 710577 的中 � 213949（1番人気）� 21240（10番人気）� 115951（2番人気）
枠連票数 計 198102 的中 （4－8） 20050（3番人気）
馬連票数 計 855964 的中 �� 16598（13番人気）
馬単票数 計 382654 的中 �� 5319（18番人気）
ワイド票数 計 665908 的中 �� 12536（15番人気）�� 75967（1番人気）�� 5550（31番人気）
3連複票数 計1198292 的中 ��� 17295（16番人気）
3連単票数 計1394619 的中 ��� 3738（74番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラデュエイト �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2017．7．9 福島11着

2015．4．6生 牡5青鹿 母 ミッキーハナコ 母母 サウンドザビーチ 19戦2勝 賞金 29，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファーベライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月22日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オメガドーヴィル号・キタノユウキ号・リアルモンテ号

03080 2月22日 晴 良 （2東京1） 第7日 第8競走 ��
��2，000�フ リ ー ジ ア 賞

発走14時00分（番組第9競走を順序変更） （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 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

33 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± 02：01．1 3．5�
66 � アメリカンシード 牡3鹿 56 川田 将雅吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Courtlandt

Farm 474－ 22：01．31� 2．2�
44 マイネルミンドール 牡3芦 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 22：01．4	 32．1�
77 ジェラペッシュ 牝3鹿 54 吉田 豊柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 446± 02：01．72 6．8�
22 カ ン バ ラ 牝3栗 54 丸山 元気ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 82：02．44 8．0�
55 フローズンスタイル 牝3黒鹿54 田辺 裕信吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 450－102：02．93 5．0	
11 ショウナンバレリオ 牡3黒鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 新冠 細川農場 464－ 42：03．75 59．8


（7頭）

売 得 金
単勝： 50，776，700円 複勝： 44，426，400円 枠連： 発売なし
馬連： 65，468，500円 馬単： 44，568，700円 ワイド： 39，074，100円
3連複： 73，269，600円 3連単： 200，476，900円 計： 518，060，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，210円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 9，410円

票 数

単勝票数 計 507767 的中 � 115532（2番人気）
複勝票数 計 444264 的中 � 93253（2番人気）� 158683（1番人気）
馬連票数 計 654685 的中 �� 131434（1番人気）
馬単票数 計 445687 的中 �� 38825（3番人気）
ワイド票数 計 390741 的中 �� 59943（1番人気）�� 7096（13番人気）�� 11986（11番人気）
3連複票数 計 732696 的中 ��� 25148（9番人気）
3連単票数 計2004769 的中 ��� 15439（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―35．9―48．0―1：00．2―1：12．4―1：24．5―1：36．7―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノフウジン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2019．11．3 東京1着

2017．2．17生 牡3黒鹿 母 コンテスティッド 母母 Gold Vault 3戦2勝 賞金 17，261，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。

追 加 記 事（第 1回東京競馬第 3日第 2競走）
〔その他〕　　ハリスン号は，競走中に疾病〔左脛骨々折〕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。

追 加 記 事（第 1回東京競馬第 3日第 3競走）
〔その他〕　　キタノリベラル号は，競走中に疾病〔左第１指節種子骨剥離骨折〕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。



03081 2月22日 晴 良 （2東京1） 第7日 第9競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走14時35分（番組第8競走を順序変更） （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
1：33．8
1：33．3

重
良

12 アフターバーナー �6鹿 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 B520＋ 21：36．9 9．9�

611 オンザロックス 牡7鹿 57 川田 将雅稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント
ファーム 494± 0 〃 クビ 7．0�

510 セイヴァリアント 牡4黒鹿57 吉田 豊金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 500＋ 2 〃 アタマ 3．1�
816 テイエムグッドマン 牡6鹿 57 横山 典弘竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 B496－ 21：37．0クビ 4．5�
48 フラワーストリーム �5鹿 57

56 ☆野中悠太郎花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B464－ 41：37．32 10．3�
47 モリトユウブ 牡5鹿 57 内田 博幸吉川 朋宏氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 500＋ 61：37．4	 96．8�
815 フクノグリュック 牡8鹿 57 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B522± 01：37．61 44．1	
11 データヴァリュー 牡6鹿 57 津村 明秀 
社台レースホース中舘 英二 安平 追分ファーム 488＋ 21：37．7	 50．7�
59 リードザウインド 牝5青鹿55 武藤 雅吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 480＋141：37．91
 73．4�
35 ダイワインパルス 牡8鹿 57

56 ☆菊沢 一樹大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B482－ 61：38．22 43．6
24 ランバージャック 牡6栗 57 丸山 元気前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 61：38．3� 89．7�
714 コスモハヤテ 牡4青 57 木幡 巧也 
ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 21：39．25 153．0�
36 ヤマニンリュシオル 牝5芦 55 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 476－ 81：39．3	 158．1�
23 スコッチリール 牝4黒鹿55 S．フォーリー 
サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 462＋101：39．72	 12．5�

（愛）

612 モズエロイコ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto
Corporation 464＋ 21：39．91	 7．3�

713 ゴールドブラッド 牡6栗 57 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 490－ 21：40．0クビ 23．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，741，300円 複勝： 85，026，300円 枠連： 28，114，300円
馬連： 122，777，500円 馬単： 45，288，600円 ワイド： 86，794，200円
3連複： 176，835，100円 3連単： 187，087，200円 計： 778，664，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 240円 � 200円 � 130円 枠 連（1－6） 1，250円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 5，790円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 540円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 23，920円

票 数

単勝票数 計 467413 的中 � 37767（5番人気）
複勝票数 計 850263 的中 � 74108（5番人気）� 102187（3番人気）� 211987（1番人気）
枠連票数 計 281143 的中 （1－6） 17400（5番人気）
馬連票数 計1227775 的中 �� 30753（12番人気）
馬単票数 計 452886 的中 �� 5864（22番人気）
ワイド票数 計 867942 的中 �� 20808（12番人気）�� 41774（4番人気）�� 47560（2番人気）
3連複票数 計1768351 的中 ��� 48572（4番人気）
3連単票数 計1870872 的中 ��� 5670（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―34．9―47．1―59．5―1：11．8―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アフターバーナー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2016．6．18 東京2着

2014．5．2生 �6鹿 母 フ ァ ダ ラ ン 母母 Danseur Fabuleux 31戦4勝 賞金 71，413，000円
〔制裁〕 アフターバーナー号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番・

3番・8番・10番）
〔その他〕 コスモハヤテ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コスモハヤテ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年3月22日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 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。

03082 2月22日 晴 良 （2東京1） 第7日 第10競走 ��
��2，100�

きんてい

金蹄ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．2．16以降2．2．16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
2：06．7
2：05．9

良
良

510 マスターフェンサー 牡4栗 56 川田 将雅吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 492－ 62：11．4 1．8�
12 ウラノメトリア �4鹿 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488－ 42：11．82� 6．4�
714 アイファーキングズ 牡4黒鹿55 丸山 元気中島 稔氏 	島 一歩 新冠 川上 悦夫 492＋ 2 〃 アタマ 5．7�
11 フォースライン 牡6黒鹿54 S．フォーリー 吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 512± 02：11．9� 11．2�

（愛）

36 アドラメレク 牡6黒鹿55 田辺 裕信�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 62：12．32� 20．9	

816 アポロユッキー 牝6鹿 50 伊藤 工真アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新冠 渋谷 一郎 532－ 22：12．4� 254．1

23 スズカフリオーソ 牡6栗 54 横山 典弘永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド B498＋ 22：12．61
 9．9�
59 スペリオルシチー 牡6鹿 54 F．ミナリク �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B480＋162：12．81
 126．6�
（独）

612 ア ノ 牡4栗 54 藤井勘一郎武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 438± 0 〃 クビ 70．2
35 ロ ジ テ ィ ナ 牡5黒鹿54 池添 謙一久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 542＋ 22：13．11� 36．9�
815 アッシェンプッテル 牝4鹿 53 城戸 義政 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 504－ 8 〃 ハナ 35．9�
48 ジュンスターホース 牡6栗 55 内田 博幸河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B484＋ 8 〃 アタマ 44．4�
611 オーパスメーカー 牝4鹿 52 長岡 禎仁松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 474－ 82：13．31 70．1�
47 � スターライトブルー 牡6黒鹿53 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 4 〃 クビ 124．8�
713 メイショウマトイ 牡6鹿 54 野中悠太郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 490－ 42：13．51
 47．8�
24 フクサンローズ 牝6鹿 51 武藤 雅小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 448－ 4 〃 アタマ 164．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，698，900円 複勝： 94，608，500円 枠連： 36，837，600円
馬連： 158，928，400円 馬単： 68，112，000円 ワイド： 102，917，500円
3連複： 218，785，800円 3連単： 282，987，400円 計： 1，028，876，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（1－5） 400円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 290円 �� 240円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 2，840円

票 数

単勝票数 計 656989 的中 � 279526（1番人気）
複勝票数 計 946085 的中 � 286272（1番人気）� 119909（3番人気）� 147417（2番人気）
枠連票数 計 368376 的中 （1－5） 71257（1番人気）
馬連票数 計1589284 的中 �� 181647（2番人気）
馬単票数 計 681120 的中 �� 58606（2番人気）
ワイド票数 計1029175 的中 �� 90138（2番人気）�� 116616（1番人気）�� 54184（5番人気）
3連複票数 計2187858 的中 ��� 162595（1番人気）
3連単票数 計2829874 的中 ��� 71997（2番人気）

ハロンタイム 7．1―11．7―13．2―12．1―12．1―12．1―12．3―12．5―12．7―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．8―32．0―44．1―56．2―1：08．3―1：20．6―1：33．1―1：45．8―1：58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．3
1
3
7，11（4，5）（2，14）10（1，16）9（6，12）（3，15，13）8・（7，5）11－（4，2，14）（1，10）（9，16，6）13，3－（15，12，8）

2
4

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

勝馬の
紹 介

マスターフェンサー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2018．9．23 阪神2着

2016．2．21生 牡4栗 母 セクシーザムライ 母母 Powder 9戦4勝 賞金 62，509，000円
［他本会外：3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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エジステンツァ号・オメガドラクロワ号・テトラルキア号・リフトトゥヘヴン号
※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。



03083 2月22日 曇 良 （2東京1） 第7日 第11競走 ��
��3，400�第70回ダイヤモンドステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，31．2．16以降2．2．16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 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000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
3：29．4
3：29．4

良
良

816 ミライヘノツバサ 牡7芦 54 木幡 巧也三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 498－ 23：31．2 325．5�
714 メイショウテンゲン 牡4芦 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 456＋ 2 〃 ハナ 8．2�
11 オセアグレイト 牡4鹿 54 野中悠太郎 IHR 菊川 正達 新ひだか 下屋敷牧場 484－ 43：32．05 4．9�
36 レノヴァール 牡5鹿 54 横山 典弘 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 530－ 2 〃 ハナ 9．3�
611 タイセイトレイル 牡5黒鹿55 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492－ 83：32．53 10．9�
59 ステイブラビッシモ 牡7鹿 52 江田 照男草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 468－ 83：33．13� 159．0	
47 タガノディアマンテ 牡4栗 55 川田 将雅八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 83：33．31	 2．1

510 サトノティターン 牡7黒鹿57 石橋 脩里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 588＋ 83：33．51	 68．1�
713 ヴァントシルム 牡6鹿 55 M．デムーロ �キャロットファーム 須貝 尚介 洞
湖 レイクヴィラファーム B480＋ 63：33．71� 19．3�
12 ウインテンダネス 牡7栗 56 内田 博幸ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 512－ 23：34．02 147．0�
23 ポポカテペトル 牡6芦 55 北村 宏司金子真人ホール

ディングス 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 43：34．21	 33．1�
24 ロサグラウカ 牝5黒鹿52 丸山 元気 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 450± 03：34．3クビ 37．6�
35 � リ ッ ジ マ ン 牡7鹿 57 S．フォーリー �辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 452＋103：35．15 71．5�

（愛）

48 アドマイヤジャスタ 牡4鹿 54 田辺 裕信近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 518－ 23：35．42 89．9�
612 ダノンキングダム 牡6栗 54 津村 明秀ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484－ 43：35．93 57．0�
815 バ レ リ オ 牡5芦 54 F．ミナリク �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B500＋ 23：37．510 13．3�
（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 169，059，900円 複勝： 214，456，800円 枠連： 75，898，200円
馬連： 450，804，700円 馬単： 169，840，800円 ワイド： 278，215，700円
3連複： 736，468，300円 3連単： 926，910，100円 計： 3，021，654，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 32，550円 複 勝 � 4，680円 � 310円 � 210円 枠 連（7－8） 2，800円

馬 連 �� 128，730円 馬 単 �� 351，880円

ワ イ ド �� 27，710円 �� 21，150円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 258，470円 3 連 単 ��� 3，555，600円

票 数

単勝票数 計1690599 的中 � 4154（16番人気）
複勝票数 計2144568 的中 � 9435（16番人気）� 185893（5番人気）� 318568（2番人気）
枠連票数 計 758982 的中 （7－8） 21004（13番人気）
馬連票数 計4508047 的中 �� 2714（100番人気）
馬単票数 計1698408 的中 �� 362（213番人気）
ワイド票数 計2782157 的中 �� 2534（103番人気）�� 3322（93番人気）�� 65363（10番人気）
3連複票数 計7364683 的中 ��� 2137（294番人気）
3連単票数 計9269101 的中 ��� 189（2333番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．1―12．6―12．7―12．5―12．5―12．4―12．3―11．7―12．1―12．3―12．2―12．5―12．4―12．7
―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� 2，400�
13．2―25．2―37．3―49．9―1：02．6―1：15．1―1：27．6―1：40．0―1：52．3―2：04．0―2：16．1―2：28．4

2，600� 2，800� 3，000� 3，200�
―2：40．6―2：53．1―3：05．5―3：18．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F50．6―3F38．1
1
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミライヘノツバサ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 シルバーチャーム デビュー 2015．10．17 東京6着

2013．4．27生 牡7芦 母 タムロブライト 母母 タムロチェリー 23戦5勝 賞金 144，868，000円
〔制裁〕 ミライヘノツバサ号の騎手木幡巧也は，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：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ノチェブランカ号・ホウオウドリーム号・マコトガラハッド号・ララエクラテール号
※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。

03084 2月22日 曇 良 （2東京1） 第7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

812 ソーラーフレア 牡5鹿 57 津村 明秀ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454－ 41：21．9 19．1�

33 スイーズドリームス 牡6鹿 57 川田 将雅大塚 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± 0 〃 クビ 3．6�
57 エ ス タ ジ 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B436＋ 21：22．0� 2．8�
56 スズカアーチスト 牝5黒鹿55 江田 照男永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B470± 0 〃 クビ 65．2�
68 アイスフィヨルド 牡5芦 57 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 454－ 21：22．63� 26．7�
813 リンシャンカイホウ 牡5鹿 57 S．フォーリー �三嶋牧場 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム B454－ 21：22．7クビ 42．1	
（愛）

22 シセイタイガ 牡4青鹿57 F．ミナリク猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ
ファーム 470＋ 2 〃 クビ 9．9


（独）

69 スペキュラース 牝4黒鹿55 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 61：22．8� 30．2�
710 イチゴミルフィーユ 牝4鹿 55 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 浦河 林 孝輝 B442－ 21：23．01	 43．6�
44 ココフィーユ 牝4鹿 55 池添 謙一 スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 440＋ 21：23．1
 5．8�
45 � クラヴィスオレア �4黒鹿 57

55 △木幡 育也多田 信尊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 B482± 01：23．2� 17．6�
11 プ レ ト リ ア �5鹿 57 田辺 裕信多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 460－ 6 〃 ハナ 9．9�
711 ケンデスティニー 牡5栗 57 内田 博幸中西 宏彰氏 森 秀行 米

Sequel Thorough-
breds & Hidden
Lake Farm, LLC

496± 01：24．68 69．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 99，922，000円 複勝： 127，052，600円 枠連： 37，698，300円
馬連： 176，636，300円 馬単： 78，262，700円 ワイド： 131，434，500円
3連複： 244，605，300円 3連単： 355，604，400円 計： 1，251，216，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 370円 � 140円 � 140円 枠 連（3－8） 2，790円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 8，560円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，080円 �� 260円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 35，050円

票 数

単勝票数 計 999220 的中 � 41848（7番人気）
複勝票数 計1270526 的中 � 61244（7番人気）� 272925（1番人気）� 258367（2番人気）
枠連票数 計 376983 的中 （3－8） 10447（13番人気）
馬連票数 計1766363 的中 �� 40997（10番人気）
馬単票数 計 782627 的中 �� 6850（30番人気）
ワイド票数 計1314345 的中 �� 30247（12番人気）�� 28361（14番人気）�� 148977（1番人気）
3連複票数 計2446053 的中 ��� 53378（10番人気）
3連単票数 計3556044 的中 ��� 7354（105番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．2―11．7―11．8―12．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．2―45．9―57．7―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 13－6－7－（4，9）（2，3，10）（12，5）（1，8）＝11 4 13＝6－7（4，3，9）（2，10）12，5，8，1＝11

勝馬の
紹 介

ソーラーフレア �
�
父 Shamardal �

�
母父 Doyen デビュー 2017．12．9 中山4着

2015．3．6生 牡5鹿 母 コズミックフレイム 母母 The World 12戦3勝 賞金 29，400，000円
〔発走状況〕 ケンデスティニー号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 ケンデスティニー号の騎手内田博幸は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000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東京1）第7日 2月22日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

256，020，000円
28，350，000円
1，530，000円
29，850，000円
73，820，250円
5，112，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
696，997，200円
979，065，100円
290，326，400円
1，447，060，300円
626，714，800円
1，019，649，800円
2，113，329，500円
2，720，396，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，893，539，400円

総入場人員 25，221名 （有料入場人員 23，934名）
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