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03025 2月2日 曇 良 （25東京1）第3日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時10分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

714 ソ ラ ニ ー 牡3黒鹿56 横山 典弘井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 鮫川 啓一 484－ 61：27．2 3．4�
24 ウインプロスパー 牡3鹿 56 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 508± 01：27．94 2．7�
611 モ ン テ ネ オ 牡3黒鹿56 田辺 裕信毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 490＋ 81：28．11� 8．9�
59 ダンディーレイ 牡3栗 56 内田 博幸 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 478＋ 81：28．52� 6．1�
12 セイウンアツシゲ 牡3芦 56 江田 照男西山 茂行氏 牧 光二 日高 メイプルファーム 470＋ 21：29．24 200．8	
11 ダイゴハクリュウ 牡3芦 56 吉田 隼人長谷川光司氏 堀井 雅広 平取 船越 伸也 462－ 2 〃 ハナ 20．2

35 ケイツーネイト 牝3芦 54 武士沢友治楠本 勝美氏 菅原 泰夫 日高 川島 良一 386－ 21：29．41� 71．4�
48 スプリングカフェ 牝3黒鹿54 D．マクドノー 加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 466± 0 〃 クビ 9．8�

（愛）

815 ミリオンジス 牝3鹿 54 木幡 初広�岡崎牧場 加藤 和宏 新ひだか 白井 吉美 436－14 〃 アタマ 222．0
23 エンジェライト 牝3栗 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 426－ 41：29．71	 257．7�
47 ニイラゴンゴ 牡3鹿 56 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 486－ 21：29．91� 85．0�
612 レッドキュラス 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 446± 01：30．0� 30．5�
36 ザトロージャン 牡3鹿 56 石神 深一 K.C．タン氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド 482－ 21：30．32 495．4�
713 ハリマヤヨサコイ 牡3鹿 56 田中 勝春西森 鶴氏 的場 均 新冠 田渕牧場 482－ 41：30．51� 112．3�
816 ゲンパチキセキ 牡3鹿 56 石橋 脩平野 武志氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 466－ 6 〃 ハナ 14．2�
510 カシノマインド 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 474－ 21：30．71� 78．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，937，500円 複勝： 44，150，300円 枠連： 12，483，000円
馬連： 57，157，600円 馬単： 38，458，800円 ワイド： 28，185，200円
3連複： 77，895，900円 3連単： 124，439，100円 計： 404，707，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 130円 � 220円 枠 連（2－7） 510円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 260円 �� 440円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 6，760円

票 数

単勝票数 計 219375 的中 � 52227（2番人気）
複勝票数 計 441503 的中 � 85580（2番人気）� 119247（1番人気）� 39023（5番人気）
枠連票数 計 124830 的中 （2－7） 18366（1番人気）
馬連票数 計 571576 的中 �� 74282（1番人気）
馬単票数 計 384588 的中 �� 25590（2番人気）
ワイド票数 計 281852 的中 �� 29453（2番人気）�� 15055（5番人気）�� 16241（4番人気）
3連複票数 計 778959 的中 ��� 45391（2番人気）
3連単票数 計1244391 的中 ��� 13593（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．7―37．5―50．7―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4F49．7―3F36．5
3 ・（14，15）（4，12）（2，13）（9，16）（3，10）11（1，8）5（6，7） 4 14（4，15）（2，9，12，13，16）（3，8，10，11）（1，7，5）6

勝馬の
紹 介

ソ ラ ニ ー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2012．11．10 東京3着

2010．2．21生 牡3黒鹿 母 アイノサウスポー 母母 プリテイージヤナー 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ドライサンプ号・ベルウッドサロン号・マキャヴェッリ号
※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。

03026 2月2日 曇 良 （25東京1）第3日 第2競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・左）

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

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

611 リキサンステルス 牡3青鹿56 北村 宏司 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 472－122：15．7 3．7�
612 ロンギングエース 牡3鹿 56 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 492－ 62：16．55 8．3�
35 オアフライダー 牡3鹿 56 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 464－ 4 〃 アタマ 3．1�
36 ポッドスター 牡3栗 56 G．ブノワ 小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 496＋ 22：17．35 32．7�

（仏）

48 バ ン ク シ ー 牡3鹿 56 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 478± 02：17．4� 5．9�
11 ダイワボルドー 牡3芦 56 柴田 大知大城 敬三氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 484－ 42：17．72 38．0	
714 ジオメトリー 牡3栗 56 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 492± 02：17．91� 22．6

815 ナンヨーノキョー 牝3黒鹿54 柴田 善臣中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 424－18 〃 アタマ 69．0�
816 ウインフェロー 牡3鹿 56 田辺 裕信�ウイン 尾関 知人 様似 小田 誠一 474＋ 42：18．0クビ 7．2
47 マイネルルビウス 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 勢司 和浩 新冠 競優牧場 B474－ 22：18．21� 50．0�
510 ヤギリハーツ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行内田ヤエ子氏 高橋 義博 平取 稲原牧場 470± 02：18．83� 56．2�
713 フィードベア 牡3黒鹿56 村田 一誠秀 大和田 成 日高 法理牧場 450－ 82：18．9クビ 294．5�
23 カツトシクン 牡3栗 56 D．マクドノー 吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 462＋ 22：19．32� 175．3�

（愛）

12 ドリームアース 牡3鹿 56 武士沢友治森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム 490＋ 22：19．51� 58．2�

59 ミサキノドリーム 牝3栗 54 大庭 和弥古賀 禎彦氏 高橋 義博 新ひだか 城地 清満 468－ 82：20．24 258．4�
24 フ レ ン ズ 牝3芦 54 蛯名 正義林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 472＋ 62：21．05 19．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，459，900円 複勝： 34，645，400円 枠連： 14，255，900円
馬連： 48，260，600円 馬単： 33，745，400円 ワイド： 22，982，500円
3連複： 60，709，200円 3連単： 99，796，400円 計： 332，855，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 210円 � 130円 枠 連（6－6） 1，060円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 510円 �� 230円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 8，230円

票 数

単勝票数 計 184599 的中 � 40021（2番人気）
複勝票数 計 346454 的中 � 70917（2番人気）� 33405（5番人気）� 84264（1番人気）
枠連票数 計 142559 的中 （6－6） 10019（6番人気）
馬連票数 計 482606 的中 �� 24580（6番人気）
馬単票数 計 337454 的中 �� 11608（8番人気）
ワイド票数 計 229825 的中 �� 10282（5番人気）�� 28479（1番人気）�� 10251（6番人気）
3連複票数 計 607092 的中 ��� 31975（2番人気）
3連単票数 計 997964 的中 ��� 8958（14番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．4―18．7―32．1―45．8―59．3―1：12．5―1：25．3―1：38．0―1：50．5―2：02．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リキサンステルス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．1．6 中山5着

2010．4．4生 牡3青鹿 母 リキサンピュアティ 母母 プリンセスリーベ 2戦1勝 賞金 5，600，000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。
（非抽選馬） 1頭 フクノカストル号
※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。

第１回 東京競馬 第３日



03027 2月2日 曇 良 （25東京1）第3日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

48 サンダーオーシャン 牡3鹿 56 横山 典弘千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 500－ 21：40．4 1．9�
59 ブルーローズ 牡3鹿 56 村田 一誠青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 458＋ 2 〃 クビ 98．8�
714 クレバーセレクト 牡3鹿 56 田辺 裕信�岡崎牧場 小西 一男 日高 白瀬 明 492－ 21：40．5� 12．1�
611 サイレンスバード 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 480－ 61：40．6クビ 29．3�
47 マイネルゴスホーク 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 大北牧場 496－ 61：40．81� 10．6	
816 イフウドウドウ 牡3栗 56 田中 勝春西村新一郎氏 天間 昭一 平取 高橋 啓 470－101：41．22� 109．9

24 プ レ ジ ー ル 牝3黒鹿54 武士沢友治�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 448－ 4 〃 アタマ 185．2�
11 ベルモントジョーイ 牡3鹿 56 津村 明秀 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 444－ 61：41．52 160．2�
36 クールシャンクス 牡3鹿 56 内田 博幸川上 哲司氏 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 470＋ 41：41．6� 6．0
612 ケイアイキャンサー 牝3鹿 54 蛯名 正義亀田 和弘氏 伊藤 圭三 新ひだか 松田牧場 516＋ 4 〃 アタマ 11．2�
510 デンカノホウトウ 牡3栗 56 田中 博康 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム 460－ 41：41．7クビ 8．5�
12 モ リ ミ ヤ ビ 牝3栗 54 吉田 隼人�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 クビ 71．4�
35 ヒカルハピネス 牡3栗 56 G．ブノワ 髙橋 京子氏 栗田 博憲 新冠 ハシモトフアーム B486－ 41：42．01� 51．9�

（仏）

713 リ ヴ ァ ロ 牝3鹿 54 D．マクドノー 四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 448－ 61：42．74 28．5�
（愛）

23 セイカクロノス 牡3黒鹿 56
54 △嶋田 純次久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 406－ 61：43．33� 309．4�

815 ウインエスペランサ 牡3芦 56 柴田 大知�ウイン 粕谷 昌央 日高 旭 牧場 482－ 4 〃 クビ 41．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，634，900円 複勝： 37，727，700円 枠連： 16，495，200円
馬連： 51，177，400円 馬単： 36，278，800円 ワイド： 24，538，200円
3連複： 65，341，200円 3連単： 112，772，000円 計： 367，965，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 1，190円 � 280円 枠 連（4－5） 730円

馬 連 �� 10，590円 馬 単 �� 12，940円

ワ イ ド �� 3，000円 �� 510円 �� 9，980円

3 連 複 ��� 28，850円 3 連 単 ��� 128，640円

票 数

単勝票数 計 236349 的中 � 103076（1番人気）
複勝票数 計 377277 的中 � 126216（1番人気）� 5377（11番人気）� 29365（6番人気）
枠連票数 計 164952 的中 （4－5） 16752（4番人気）
馬連票数 計 511774 的中 �� 3569（27番人気）
馬単票数 計 362788 的中 �� 2070（41番人気）
ワイド票数 計 245382 的中 �� 1934（31番人気）�� 13112（5番人気）�� 571（61番人気）
3連複票数 計 653412 的中 ��� 1672（77番人気）
3連単票数 計1127720 的中 ��� 647（345番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―36．0―48．3―1：01．1―1：13．8―1：26．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンダーオーシャン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．9．9 中山6着

2010．2．16生 牡3鹿 母 シュガーミント 母母 ヒ ラ ー ラ 7戦1勝 賞金 12，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カカアデンカ号・コスモスマイル号
※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。

03028 2月2日 曇 良 （25東京1）第3日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （芝・左）

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

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

48 インナーアージ 牝3鹿 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 418－ 41：35．8 4．4�
36 ドラゴントーク 牝3黒鹿54 北村 宏司窪田 康志氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 440－ 2 〃 クビ 8．3�
24 ミラクルアスク 牝3鹿 54 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 420± 01：35．9� 9．9�
714 ナイトブルーミング 牝3芦 54 松岡 正海平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 448＋ 2 〃 クビ 14．6�
510 クラウンアルテミス 牝3鹿 54 D．マクドノー 矢野 悦三氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 438－ 21：36．0� 10．9�

（愛）

11 ア ン レ ー ル 牝3鹿 54 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 442－ 41：36．31� 8．1	
47 アイサメヤラズ 牝3鹿 54 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 新冠 川上牧場 456－ 2 〃 アタマ 38．7

12 ステラコーヴァ 牝3鹿 54 吉田 豊有限会社シルク木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452－121：36．51� 156．8�
612 イムディーナ 牝3栗 54 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 436＋161：36．92� 62．4
35 メリーウェザー 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 490－ 2 〃 ハナ 2．5�
713 デルマスナカケババ 牝3黒鹿54 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 大江原 哲 日高 ファニーヒルファーム 466± 01：37．21� 17．8�
611 ローアンドオーダー 牝3鹿 54

51 ▲平野 優中村 浩章氏 藤原 辰雄 様似 清水スタッド 470－ 81：37．3クビ 448．6�
816 スイートサンバ 牝3栗 54 柴田 善臣シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 424＋ 4 〃 アタマ 109．7�
23 サクラトップカフェ 牝3鹿 54 G．ブノワ 櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 浦河 桑田牧場 420－ 41：37．4� 109．1�

（仏）

59 ニシノラビッシュ 牝3鹿 54 吉田 隼人西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 川上牧場 B448＋161：37．61� 281．4�
815 ア ル デ オ 牝3鹿 54 武士沢友治杉山 忠国氏 武市 康男 新ひだか 明治牧場 442＋101：38．34 325．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，100，200円 複勝： 42，764，800円 枠連： 15，377，100円
馬連： 53，471，100円 馬単： 38，222，300円 ワイド： 25，783，100円
3連複： 65，287，600円 3連単： 109，615，700円 計： 375，621，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 230円 � 280円 枠 連（3－4） 390円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 490円 �� 590円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 15，570円

票 数

単勝票数 計 251002 的中 � 45040（2番人気）
複勝票数 計 427648 的中 � 71435（2番人気）� 49088（3番人気）� 36957（5番人気）
枠連票数 計 153771 的中 （3－4） 29107（1番人気）
馬連票数 計 534711 的中 �� 23553（6番人気）
馬単票数 計 382223 的中 �� 10098（8番人気）
ワイド票数 計 257831 的中 �� 13461（4番人気）�� 10907（7番人気）�� 7969（10番人気）
3連複票数 計 652876 的中 ��� 14011（9番人気）
3連単票数 計1096157 的中 ��� 5196（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．6―48．0―1：00．6―1：12．4―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インナーアージ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Away デビュー 2012．12．16 中山4着

2010．2．6生 牝3鹿 母 ミュージカルウェイ 母母 Mulika 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 ドラゴントーク号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アムールバニヤン号
※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。



03029 2月2日 晴 良 （25東京1）第3日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

814 ワープドライブ 牡3鹿 56 横山 典弘 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 464 ―2：03．6 7．8�
712 レッドカチューシャ 牝3青鹿54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 468 ― 〃 クビ 4．1�
46 シルヴァーグレイス 牝3鹿 54 蛯名 正義吉田 哲哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 438 ―2：03．7� 3．3�
610 マ デ ュ ー ロ 牡3鹿 56 北村 宏司多田 信尊氏 藤沢 和雄 日高 増尾牧場 474 ―2：03．91� 5．2�
33 サクラフラムドール 牡3鹿 56 田中 博康�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 新和牧場 486 ― 〃 ハナ 77．4	
813 イレプレイスブル 牡3黒鹿56 内田 博幸�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 486 ―2：04．0クビ 7．1

58 コウヨウルビー 牝3鹿 54 柴田 善臣寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 498 ― 〃 アタマ 24．8�
69 ヤマニンアドーレ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 428 ― 〃 クビ 28．7�
22 セブンスヘヴン 牝3栗 54 D．マクドノー �グリーンファーム小島 茂之 安平 ノーザンファーム 456 ―2：04．1クビ 39．9

（愛）

45 ドラゴンヘラクレス 牡3青鹿56 武士沢友治窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 三城牧場 450 ―2：04．41� 24．1�
34 ビーナスジュエリー 牝3黒鹿54 石橋 脩�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 450 ―2：04．61� 16．9�
57 バレルウェーブ 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 ファニーフレンズファーム 494 ―2：04．91� 50．9�
711 カミノセンプー 牡3栗 56 吉田 豊村上 正喜氏 田村 康仁 青森 マルシチ牧場 408 ―2：05．43 129．1�
11 ウェンディシチー 牝3栗 54 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 新ひだか 出羽牧場 484 ―2：06．03� 161．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，198，500円 複勝： 33，540，700円 枠連： 14，536，800円
馬連： 51，916，100円 馬単： 33，763，000円 ワイド： 22，905，000円
3連複： 59，975，600円 3連単： 94，949，000円 計： 335，784，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 220円 � 160円 � 150円 枠 連（7－8） 700円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 580円 �� 640円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 15，380円

票 数

単勝票数 計 241985 的中 � 24569（5番人気）
複勝票数 計 335407 的中 � 35296（4番人気）� 58360（2番人気）� 68089（1番人気）
枠連票数 計 145368 的中 （7－8） 15544（3番人気）
馬連票数 計 519161 的中 �� 24260（6番人気）
馬単票数 計 337630 的中 �� 6562（15番人気）
ワイド票数 計 229050 的中 �� 9257（7番人気）�� 8351（8番人気）�� 21132（1番人気）
3連複票数 計 599756 的中 ��� 23572（3番人気）
3連単票数 計 949490 的中 ��� 4557（37番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．6―13．2―13．0―13．1―12．5―11．6―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―37．4―50．6―1：03．6―1：16．7―1：29．2―1：40．8―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

ワープドライブ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Avenue of Flags 初出走

2010．2．19生 牡3鹿 母 リアリーハッピー 母母 Dear Laura 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 マデューロ号の騎手北村宏司は，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：13番・9番）
※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） 3頭 カドリーユ号・シンボリジャイブ号・トランプクイーン号
※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。

03030 2月2日 晴 良 （25東京1）第3日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

610 シャイニープリンス 牡3青鹿56 北村 宏司小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 494± 01：25．8 7．7�
34 スズノニシキ 牡3鹿 56 田辺 裕信小紫惠美子氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 500－ 21：25．9� 12．2�
22 ザショットアロー 牡3鹿 56 木幡 初広�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 486＋ 21：26．0クビ 33．3�
46 イーサンヘイロー 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 勇氏 大和田 成 日高 沖田牧場 462± 01：26．1� 18．1�
814� ベストヒット 牝3栗 54 横山 典弘�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476± 0 〃 アタマ 10．2�
58 メイショウオオカゼ 牡3黒鹿56 大庭 和弥松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－181：26．2クビ 47．0	
11 � ラゴディラゴライ 牝3鹿 54 石橋 脩佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460－ 21：26．73 49．5

57 サルバドールハクイ 牡3鹿 56 松岡 正海則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム 452－ 41：26．91	 3．4�
69 パ ッ シ ョ ン 牝3栗 54 吉田 隼人阿部 紀子氏 伊藤 伸一 浦河 大北牧場 436－ 21：27．0	 52．6�
712 クリスクリングル 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 B506－ 21：27．31� 212．1
33 ウエスタンソーレ 牡3芦 56 柴田 善臣西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム 488－ 61：27．51
 16．1�
813 エーシンショーモン 牡3黒鹿56 内田 博幸�栄進堂 北出 成人 新ひだか 松本牧場 524－ 61：27．6� 4．7�
711 ヴ ェ ン ト ス 牝3鹿 54 蛯名 正義前田 幸治氏 中竹 和也 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－ 61：27．81
 4．6�
45 ビレッジトレンディ 牝3鹿 54 江田 照男村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 450± 01：28．97 174．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，395，400円 複勝： 46，938，900円 枠連： 19，571，400円
馬連： 66，443，600円 馬単： 45，375，900円 ワイド： 29，066，000円
3連複： 82，516，800円 3連単： 137，347，100円 計： 455，655，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 290円 � 360円 � 620円 枠 連（3－6） 1，980円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 8，540円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 3，320円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 27，980円 3 連 単 ��� 112，130円

票 数

単勝票数 計 283954 的中 � 29304（4番人気）
複勝票数 計 469389 的中 � 47190（4番人気）� 34950（7番人気）� 18117（9番人気）
枠連票数 計 195714 的中 （3－6） 7327（10番人気）
馬連票数 計 664436 的中 �� 10923（19番人気）
馬単票数 計 453759 的中 �� 3925（34番人気）
ワイド票数 計 290660 的中 �� 5527（17番人気）�� 2125（38番人気）�� 2660（33番人気）
3連複票数 計 825168 的中 ��� 2177（95番人気）
3連単票数 計1373471 的中 ��� 904（399番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニープリンス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2012．12．22 中山4着

2010．4．26生 牡3青鹿 母 ダイタクピア 母母 スイートラブ 3戦2勝 賞金 13，100，000円
〔制裁〕 シャイニープリンス号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・13番）



03031 2月2日 晴 良 （25東京1）第3日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

713� トーホウビューティ 牝5栗 55
53 △嶋田 純次東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社

吉田ファーム 466＋ 21：38．5 12．4�
815 タニセンヴォイス 牝4栗 55 吉田 隼人染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 464＋101：38．92� 3．4�
23 リアライズクレア 牝4栗 55 内田 博幸工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536－ 41：39．11� 3．5�
11 ツーオブアス 牝4黒鹿55 石橋 脩�前川企画 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 468－ 6 〃 アタマ 8．1�
46 フジキラメキ 牝4鹿 55 田中 勝春荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 前川 正美 474＋121：39．52� 29．2	
58 � マ レ ン カ ヤ 牝5鹿 55 柴田 大知加藤 厚子氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 452－ 21：39．6� 20．4

35 サ ワ キ ッ ク 牝4鹿 55 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 岡田牧場 512－ 81：39．8� 38．1�
712 ピュアマインド 牝5栗 55 G．ブノワ 吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 450＋ 21：39．9� 7．3�

（仏）

610 オペラフォンテン 牝5栗 55 田辺 裕信吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 472－ 21：40．0� 70．3
34 ニシノキュアノス 牝6青鹿55 蛯名 正義西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B502± 01：40．42� 10．7�
22 エクソプラネット 牝4鹿 55 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 430－ 21：40．5� 89．9�
59 ピュアダイヤモンド 牝4青鹿55 田中 博康 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 454＋ 61：40．71 102．2�
47 � ユウミプリンセス 牝4栗 55 江田 照男相原 宏德氏 根本 康広 新冠 飛渡牧場 436－ 21：40．91	 94．2�
814 ソレイユアルダン 牝4芦 55 吉田 豊阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 474＋ 21：41．21� 29．7�
611 クニコチャン 牝4栗 55 三浦 皇成髙岡 義雄氏 矢野 英一 新冠 アサヒ牧場 B458＋161：43．2大差 19．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，172，300円 複勝： 43，501，500円 枠連： 18，774，900円
馬連： 66，023，700円 馬単： 40，316，300円 ワイド： 31，195，800円
3連複： 79，096，200円 3連単： 130，972，400円 計： 433，053，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 270円 � 150円 � 160円 枠 連（7－8） 580円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 730円 �� 860円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 22，300円

票 数

単勝票数 計 231723 的中 � 14797（6番人気）
複勝票数 計 435015 的中 � 33516（6番人気）� 87457（1番人気）� 83473（2番人気）
枠連票数 計 187749 的中 （7－8） 24227（1番人気）
馬連票数 計 660237 的中 �� 30227（5番人気）
馬単票数 計 403163 的中 �� 7124（15番人気）
ワイド票数 計 311958 的中 �� 10092（8番人気）�� 8430（9番人気）�� 26500（1番人気）
3連複票数 計 790962 的中 ��� 23819（4番人気）
3連単票数 計1309724 的中 ��� 4336（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．1―36．5―49．1―1：01．7―1：14．0―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トーホウビューティ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 チーフベアハート

2008．5．12生 牝5栗 母 トーホウアスカ 母母 カガミアスカ 12戦1勝 賞金 13，570，000円
初出走 JRA

〔その他〕 クニコチャン号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。

03032 2月2日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25東京1）第3日 第8競走 ��3，100�

しゅんれい

春麗ジャンプステークス
発走14時00分 （芝・ダート）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬3�増，J・
GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード3：24．5良・良

57 セ イ エ イ 牡5栗 60 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 542＋ 43：25．5 92．5�
46 メジロサンノウ 牡5黒鹿60 高嶋 活士岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 480＋ 23：25．6� 82．8�
22 ワシャモノタリン 牡7黒鹿60 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 514－123：25．91� 14．0�
33 ビービースカット 牡6青鹿60 横山 義行�坂東牧場 田中 剛 日高 森本牧場 B518－ 4 〃 ハナ 8．4�
11 スナークスペイン 牡6青鹿60 小坂 忠士杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 470－103：26．43 3．9�
45 マイネルネオス 牡10鹿 63 浜野谷憲尚 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 63：26．61� 51．6

814 ネオレボルーション �7青鹿60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム 502－123：26．7	 9．2�
34 アドバンスヘイロー 牡7青鹿60 平沢 健治西川 隆士氏 武藤 善則 新冠 佐藤 信広 482＋103：27．02 22．7�
712 アイティゴールド 牡5黒鹿60 大江原 圭一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 488± 03：28．17 93．3
69 ニシノラブキング 牡7栗 60 江田 勇亮西山 茂行氏 菅原 泰夫 鵡川 西山牧場 490＋ 43：28．42 297．0�
813 オウケンウッド 牡5芦 60 石神 深一福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 460－ 63：29．03	 38．1�
610 ヒカルアカツキ �6青鹿60 山本 康志高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 454± 03：31．1大差 2．1�
58 ジャポニズム �6鹿 60 蓑島 靖典 �サンデーレーシング 金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 83：32．59 19．3�
711 シャイニーデザート 牡7黒鹿60 草野 太郎小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 528＋10 （競走中止） 35．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，923，300円 複勝： 34，997，400円 枠連： 19，820，100円
馬連： 65，711，200円 馬単： 44，434，000円 ワイド： 28，389，000円
3連複： 81，658，900円 3連単： 148，616，100円 計： 451，550，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，250円 複 勝 � 1，210円 � 1，090円 � 480円 枠 連（4－5） 13，660円

馬 連 �� 108，740円 馬 単 �� 292，790円

ワ イ ド �� 14，540円 �� 11，060円 �� 10，530円

3 連 複 ��� 334，810円 3 連 単 ��� 3，655，960円

票 数

単勝票数 計 279233 的中 � 2380（12番人気）
複勝票数 計 349974 的中 � 7324（12番人気）� 8173（11番人気）� 20907（5番人気）
枠連票数 計 198201 的中 （4－5） 1071（29番人気）
馬連票数 計 657112 的中 �� 446（82番人気）
馬単票数 計 444340 的中 �� 112（168番人気）
ワイド票数 計 283890 的中 �� 480（76番人気）�� 632（64番人気）�� 664（63番人気）
3連複票数 計 816589 的中 ��� 180（263番人気）
3連単票数 計1486161 的中 ��� 30（1862番人気）
上り 1マイル 1：45．1 4F 53．1－3F 40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セ イ エ イ �
�
父 アルカセット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2010．9．18 札幌9着

2008．4．29生 牡5栗 母 ミルサジェス 母母 ブライアンマリア 障害：14戦2勝 賞金 27，543，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 シャイニーデザート号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため2周目8号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 シャイニーデザート号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年3月2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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エーシンイグアス号・ジェットストリーム号・シシャモフレンド号・シルクダイナスティ号・スズカマジェスタ号
（非抽選馬） 8頭 オンワードシェルタ号・サトノバロン号・スズマーシャル号・テイエムブユウデン号・パゴダ号・

ビヨンドマックス号・ボストンプラチナ号・リザーブカード号



03033 2月2日 晴 良 （25東京1）第3日 第9競走 ��
��2，400�ゆ り か も め 賞

発走14時35分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000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
2：22．1
2：22．1

良
良

44 アルヴェロン 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 496＋ 62：29．5 20．0�
11 サンバジーリオ 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 アタマ 18．5�
55 マイネルクレイズ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 480－ 62：29．6� 44．8�
811 ヒラボクディープ 牡3黒鹿56 内田 博幸�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 484＋122：29．7� 5．6�
710 タイセイポラリス 牡3栗 56 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 488－ 8 〃 ハナ 10．1	
79 ワールドレーヴ 牡3黒鹿56 D．マクドノー 嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 464－ 2 〃 アタマ 43．4


（愛）

67 ピュアソルジャー 牡3鹿 56 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 478－ 2 〃 ハナ 5．1�
812 ダイビングボード 牡3鹿 56 北村 宏司有限会社シルク高柳 瑞樹 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 510－102：29．8クビ 9．3�
56 ロ ジ キ ン グ 牡3栗 56 松岡 正海久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 524－102：30．01	 63．8
22 アイズオンリー 牝3芦 54 横山 典弘 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 488－ 62：30．1� 2．3�
33 イルミナティ 牝3鹿 54 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 472－ 6 〃 クビ 38．7�
68 ファーストエバー 牡3鹿 56 田中 勝春吉田 照哉氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 450＋ 62：30．73� 19．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，413，800円 複勝： 69，049，500円 枠連： 26，066，900円
馬連： 118，361，300円 馬単： 69，385，700円 ワイド： 43，957，000円
3連複： 125，903，500円 3連単： 236，480，100円 計： 732，617，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 660円 � 520円 � 740円 枠 連（1－4） 10，860円

馬 連 �� 10，920円 馬 単 �� 23，490円

ワ イ ド �� 3，160円 �� 5，460円 �� 6，510円

3 連 複 ��� 90，390円 3 連 単 ��� 486，140円

票 数

単勝票数 計 434138 的中 � 17190（8番人気）
複勝票数 計 690495 的中 � 27477（8番人気）� 36484（6番人気）� 24224（9番人気）
枠連票数 計 260669 的中 （1－4） 1773（24番人気）
馬連票数 計1183613 的中 �� 8004（34番人気）
馬単票数 計 693857 的中 �� 2180（69番人気）
ワイド票数 計 439570 的中 �� 3449（35番人気）�� 1976（49番人気）�� 1655（56番人気）
3連複票数 計1259035 的中 ��� 1028（158番人気）
3連単票数 計2364801 的中 ��� 359（886番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．8―12．9―13．3―13．1―13．4―12．8―12．4―11．3―11．5―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�
13．0―24．3―37．1―50．0―1：03．3―1：16．4―1：29．8―1：42．6―1：55．0―2：06．3―2：17．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルヴェロン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Hernando デビュー 2012．9．9 中山4着

2010．4．10生 牡3黒鹿 母 アルヴァーダ 母母 Lalindi 3戦2勝 賞金 15，880，000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。

03034 2月2日 晴 良 （25東京1）第3日 第10競走 ��
��1，600�テ レ ビ 山 梨 杯

発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

テレビ山梨賞（1着）
賞 品

本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

79 リ ン ゴ ッ ト �5栗 57 田辺 裕信吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 514－ 21：35．1 59．8�
811 フェスティヴタロー 牡4栗 57 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 482± 0 〃 クビ 5．8�
22 ヒラボクインパクト 牡5鹿 57 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 488＋14 〃 ハナ 7．8�
67 ボーイフレンド 牡4栗 57 柴田 善臣北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 438－ 81：35．2	 85．9�
78 オメガブレイン 牡5鹿 57 三浦 皇成原 
子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 466± 01：35．3� 8．9�
66 ニジブルーム 牡5芦 57 蛯名 正義横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 アタマ 12．7	
33 � ダブルオーセブン 牡5黒鹿57 吉田 豊 
クローバー商事 古賀 史生 日高 新生ファーム 498＋ 41：35．4� 19．2�
810 ガーネットチャーム 牝4鹿 55 横山 典弘 
社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 426＋ 61：35．5� 2．3�
11 マイネノーブレス 牝6栗 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 的場牧場 456± 01：35．71 103．7
55 � ディープフィールド 牡5黒鹿57 内田 博幸近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：36．01� 4．5�
44 � メ ス ナ ー 牡8芦 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 畠山 重則 門別 旭 牧場 476－ 21：36．1	 121．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，318，500円 複勝： 60，154，100円 枠連： 28，253，400円
馬連： 125，167，400円 馬単： 77，019，300円 ワイド： 40，673，700円
3連複： 133，991，700円 3連単： 292，991，400円 計： 801，569，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，980円 複 勝 � 1，600円 � 230円 � 310円 枠 連（7－8） 690円

馬 連 �� 19，750円 馬 単 �� 54，550円

ワ イ ド �� 4，560円 �� 5，800円 �� 770円

3 連 複 ��� 39，400円 3 連 単 ��� 382，710円

票 数

単勝票数 計 433185 的中 � 5709（8番人気）
複勝票数 計 601541 的中 � 8069（8番人気）� 81381（3番人気）� 53494（5番人気）
枠連票数 計 282534 的中 （7－8） 30515（4番人気）
馬連票数 計1251674 的中 �� 4678（28番人気）
馬単票数 計 770193 的中 �� 1042（70番人気）
ワイド票数 計 406737 的中 �� 2135（28番人気）�� 1674（35番人気）�� 13919（9番人気）
3連複票数 計1339917 的中 ��� 2510（67番人気）
3連単票数 計2929914 的中 ��� 565（503番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．2―12．3―12．1―11．3―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―36．9―49．2―1：01．3―1：12．6―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．8
3 9，11，2（7，10）（1，8）（6，5）（3，4） 4 ・（9，11）（2，10）7（1，8）（6，5）3，4

勝馬の
紹 介

リ ン ゴ ッ ト �
�
父 デュランダル �

�
母父 Indian Ridge デビュー 2010．11．6 東京7着

2008．2．21生 �5栗 母 バルドネキア 母母 Rosa de Caerleon 19戦3勝 賞金 35，343，000円



03035 2月2日 晴 良 （25東京1）第3日 第11競走 ��
��1，600�

はくれい

白嶺ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下，24．2．4以降25．1．27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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

47 ナイトフッド 牡7青鹿56 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B522± 01：36．5 6．3�
713 スズカヴィグラス 牡4鹿 54 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B490－ 4 〃 クビ 28．6�
23 フレイムオブピース 牡4黒鹿55 蛯名 正義 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468± 01：36．6クビ 3．4�
815 ニシノヴァンクール 牡6青鹿54 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 520＋10 〃 クビ 110．9�
714� タツパーシヴ 牡6芦 52 江田 照男鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou

Farm 490－14 〃 ハナ 202．6�
816 サミットストーン 牡5鹿 55 柴田 善臣河﨑 五市氏 田村 康仁 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 540＋ 81：36．7� 12．9	
11 エチゴイチエ 牡5鹿 55 G．ブノワ 齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 480＋ 41：36．8� 40．3


（仏）

36 セイカフォルテ 牡5鹿 57 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 4 〃 アタマ 17．1�
59 ニシノオウガイ 牡5黒鹿55 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 510＋121：36．9クビ 65．3�
612 エーシンポルックス 牡6芦 55 D．マクドノー 栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B514± 0 〃 アタマ 15．8�

（愛）

35 	 タイガースラム 
7栗 55 田辺 裕信吉田 和美氏 高野 友和 新冠 柏木 一則 576－ 61：37．11� 5．6�
12 ロンギングスター 牡6栗 55 松岡 正海坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 476－ 2 〃 アタマ 49．4�
24 ドラゴンフォルテ 牡4鹿 55 三浦 皇成窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 472－ 21：37．2� 13．1�
611 レッドヴァンクール 牡7鹿 54 横山 典弘 東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 526＋ 21：37．41 25．4�
48 ゴールドアカデミー 牡7栗 55 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B500＋121：37．5クビ 90．9�
510 ヴィンテージイヤー 牡4鹿 55 内田 博幸 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B518＋ 81：37．71� 5．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 72，207，400円 複勝： 118，943，700円 枠連： 73，401，900円
馬連： 303，049，100円 馬単： 155，977，200円 ワイド： 102，047，900円
3連複： 372，970，100円 3連単： 685，055，000円 計： 1，883，652，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 570円 � 160円 枠 連（4－7） 6，730円

馬 連 �� 8，580円 馬 単 �� 16，040円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 480円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 11，990円 3 連 単 ��� 99，370円

票 数

単勝票数 計 722074 的中 � 91613（4番人気）
複勝票数 計1189437 的中 � 177781（2番人気）� 40747（9番人気）� 240720（1番人気）
枠連票数 計 734019 的中 （4－7） 8058（25番人気）
馬連票数 計3030491 的中 �� 26091（28番人気）
馬単票数 計1559772 的中 �� 7179（55番人気）
ワイド票数 計1020479 的中 �� 9986（30番人気）�� 58010（2番人気）�� 10873（28番人気）
3連複票数 計3729701 的中 ��� 22973（38番人気）
3連単票数 計6850550 的中 ��� 5088（291番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．7―46．9―59．2―1：11．2―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイトフッド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．3．14 阪神4着

2006．4．30生 牡7青鹿 母 マルカキャンディ 母母 ジーナロマンティカ 31戦5勝 賞金 84，511，000円
〔発走状況〕 ナイトフッド号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。

03036 2月2日 晴 良 （25東京1）第3日 第12競走 ��
��2，100�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

58 コスタパルメーラ 牡5黒鹿57 吉田 豊吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B478－ 62：12．7 2．1�
35 トーセンセカイオー 牡4鹿 56 横山 典弘島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 482－ 42：13．01� 6．7�
34 インパルション 牡4鹿 56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 458－122：13．21	 13．1�
814 ジ ャ ン ナ 牡5鹿 57 石橋 脩前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 494－ 22：13．41	 16．9�
712 アールシネマスタア 
5栗 57 北村 宏司星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 488－ 62：13．71� 12．6�
815 オネストエイブ 牡4鹿 56 津村 明秀 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 462－ 42：13．8	 32．7

59 メイショウブンブク 牡7栗 57 柴田 善臣松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 466－ 6 〃 ハナ 56．1�
713 ドリームザネクスト 牡6鹿 57 江田 照男セゾンレースホース	 根本 康広 平取 協栄組合 504± 0 〃 クビ 14．8�
11 ステアトゥヘヴン 牡4鹿 56 G．ブノワ 社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 526＋ 62：13．9クビ 17．6�

（仏）

47 ワンダースキー 牝6栗 55 内田 博幸山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 米田牧場 474－122：14．32	 8．5�
611 ブライトボーイ 牡4鹿 56 吉田 隼人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 478± 02：14．4	 13．9�
46 オリオンザアルファ 牡6黒鹿57 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B488± 0 〃 アタマ 35．0�
23 スペシャルロード 牡6黒鹿 57

55 △嶋田 純次	伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 474－162：15．03	 112．7�
22 アサクサマリンバ 牡6鹿 57 田中 勝春田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 アタマ 88．5�
610� コブラボール 牡9青鹿57 横山 義行吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 488－ 42：16．06 258．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，428，900円 複勝： 76，338，300円 枠連： 43，455，600円
馬連： 138，951，200円 馬単： 85，165，300円 ワイド： 57，877，200円
3連複： 180，546，600円 3連単： 343，942，900円 計： 976，706，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 200円 � 280円 枠 連（3－5） 500円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 370円 �� 430円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 10，330円

票 数

単勝票数 計 504289 的中 � 193502（1番人気）
複勝票数 計 763383 的中 � 251046（1番人気）� 87718（2番人気）� 52828（6番人気）
枠連票数 計 434556 的中 （3－5） 64339（1番人気）
馬連票数 計1389512 的中 �� 119375（1番人気）
馬単票数 計 851653 的中 �� 46448（1番人気）
ワイド票数 計 578772 的中 �� 42083（1番人気）�� 34065（4番人気）�� 10213（13番人気）
3連複票数 計1805466 的中 ��� 46788（3番人気）
3連単票数 計3439429 的中 ��� 24590（9番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．5―31．5―44．6―57．3―1：10．0―1：22．8―1：34．9―1：47．0―1：59．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスタパルメーラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．10．24 東京7着

2008．4．28生 牡5黒鹿 母 シーディザーブス 母母 ディフェレンテ 20戦4勝 賞金 58，493，000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。



（25東京1）第3日 2月2日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

202，840，000円
7，260，000円
1，800，000円
18，370，000円
66，369，000円
5，224，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
402，190，600円
642，752，300円
302，492，200円
1，145，690，300円
698，142，000円
457，600，600円
1，385，893，300円
2，516，977，200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
計 7，551，738，500円

総入場人員 22，522名 （有料入場人員 21，457名）
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