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03037 2月3日 晴 良 （25東京1）第4日 第1競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

24 ナスノローズ 牝3鹿 54 横山 典弘�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 498－ 41：20．7 2．7�

36 メイショウトラクマ 牡3黒鹿56 内田 博幸松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 514＋ 21：20．91� 3．9�
35 ジョアキーノ 牡3黒鹿56 吉田 豊吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 458－ 61：21．0� 19．9�
12 トミケンスラーヴァ 牡3鹿 56 北村 宏司冨樫 賢二氏 上原 博之 大樹 大樹ファーム 498＋ 41：21．42� 4．9�
611 ベルウッドジンプウ 牡3栗 56 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 中田 英樹 456－ 21：21．5� 13．6�
510 マ ン リ ー 牡3鹿 56 三浦 皇成古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 508± 01：21．6� 16．4	
47 ホクレアパパ 牡3鹿 56 田中 勝春萱場 博史氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 428－ 41：22．23� 8．8

714 ゴッドガーデン 牝3栗 54 武士沢友治柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 430＋121：22．73 320．1�
815 ムジョウノカゼ 牝3栗 54 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム 444＋121：23．01� 129．0�
23 ケージーイチバン 牡3黒鹿 56

54 △嶋田 純次川井 五郎氏 水野 貴広 新ひだか 松本牧場 462＋ 41：23．1� 27．0
59 リワードサイオン 牡3栗 56 蛯名 正義宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 486＋ 2 〃 ハナ 31．1�
612 オンワードハーバー �3芦 56

53 ▲山崎 亮誠樫山 章子氏 杉浦 宏昭 新冠 高橋 忍 430－ 21：23．41� 167．4�
816 ツクバヒタチオー 牡3青 56 中谷 雄太荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 508－ 41：23．5� 40．7�
713 セ イ ク ラ ベ 牝3青鹿54 江田 照男江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 442－ 41：23．6� 162．1�
48 サフランティアラ 牝3黒鹿54 田中 博康海原 聖一氏 高橋 義博 平取 高橋 啓 406± 01：24．55 388．8�
11 ポッドジャンヌ 牝3鹿 54 田辺 裕信小川眞査雄氏 大竹 正博 新ひだか 下屋敷牧場 486－ 41：24．6� 91．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，296，100円 複勝： 42，867，600円 枠連： 15，606，700円
馬連： 63，675，400円 馬単： 42，009，100円 ワイド： 29，256，400円
3連複： 85，160，900円 3連単： 130，069，300円 計： 430，941，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 160円 � 390円 枠 連（2－3） 440円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 230円 �� 780円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 10，290円

票 数

単勝票数 計 222961 的中 � 65596（1番人気）
複勝票数 計 428676 的中 � 111328（1番人気）� 79137（2番人気）� 19358（7番人気）
枠連票数 計 156067 的中 （2－3） 26447（1番人気）
馬連票数 計 636754 的中 �� 90363（1番人気）
馬単票数 計 420091 的中 �� 34554（1番人気）
ワイド票数 計 292564 的中 �� 38805（1番人気）�� 8381（9番人気）�� 5435（14番人気）
3連複票数 計 851609 的中 ��� 21309（6番人気）
3連単票数 計1300693 的中 ��� 9331（20番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．6―30．7―43．6―56．1―1：08．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．1
3 ・（4，6）10（5，11）（3，16）（1，7）（2，9，13）（8，12）－14－15 4 ・（4，6）（10，11）（5，16）（1，3，7）（2，9）（8，13）（14，12）－15

勝馬の
紹 介

ナスノローズ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2012．10．20 東京13着

2010．3．14生 牝3鹿 母 ナスノフィオナ 母母 ナスノフローラ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イーグルカッター号
（非抽選馬） 1頭 フレンドレディー号

03038 2月3日 晴 良 （25東京1）第4日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時40分 （ダート・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

12 サトノアビリティ 牡3栗 56 石橋 脩里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 508 ―1：27．6 3．2�
816 アップルハウス 牡3青鹿56 津村 明秀新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 448 ―1：27．7� 94．0�
815 インストアイベント 牡3栗 56 W．ビュイック �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 484 ―1：27．91� 4．4�

（英）

47 ハーストイーグル 牡3鹿 56 丸田 恭介髙瀬 真尚氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 508 ―1：28．43 16．2�
35 アイディドゥイット 牡3栗 56 三浦 皇成前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488 ―1：28．82� 13．4�
48 ゴールデンパピオン 牡3鹿 56 蓑島 靖典 	クイーンズ・ランチ 斎藤 誠 新冠 隆栄牧場 508 ―1：29．01	 116．8


（ケイアイピスケス）

713 ビーインラプチャー 牝3栗 54 田中 勝春吉田 千津氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 436 ―1：29．42� 25．2�
611 クルトメッシュ 牡3黒鹿56 小坂 忠士	G1レーシング 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 486 ― 〃 クビ 26．8�
612
 アントールド 牝3黒鹿54 横山 典弘�大樹ファーム 藤沢 和雄 米 Albert Bell

& Joyce Bell 520 ―1：29．5クビ 4．1
11 レ ア ン デ ル 牡3栗 56 吉田 隼人山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 480 ― 〃 クビ 15．0�
510 シェーンフレール 牝3鹿 54 北村 宏司山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 450 ―1：30．03 16．5�
714 サクラダムール 牡3鹿 56 吉田 豊	さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 474 ―1：30．21	 59．2�
59 タイセイホーク 牡3鹿 56 蛯名 正義田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 競優牧場 496 ―1：30．3クビ 11．9�
36 フェスティヴリオ 牡3鹿 56 木幡 初広臼井義太郎氏 蛯名 利弘 浦河 小林 仁 436 ―1：32．6大差 231．0�
24 リキノナンブビジン 牝3栗 54

51 ▲平野 優佐藤 力治氏 矢野 照正 青森 ワールドファーム 430 ―1：33．13 128．7�
23 ルールマンボ 牝3鹿 54 田中 健西村 專次氏 畠山 吉宏 白老 社台牧場 418 ―1：33．42 326．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，816，400円 複勝： 30，940，800円 枠連： 16，149，700円
馬連： 49，791，200円 馬単： 33，819，200円 ワイド： 22，240，900円
3連複： 59，051，100円 3連単： 93，403，000円 計： 325，212，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 1，760円 � 180円 枠 連（1－8） 690円

馬 連 �� 22，970円 馬 単 �� 36，330円

ワ イ ド �� 4，170円 �� 330円 �� 7，700円

3 連 複 ��� 28，620円 3 連 単 ��� 224，540円

票 数

単勝票数 計 198164 的中 � 49210（1番人気）
複勝票数 計 309408 的中 � 79244（1番人気）� 2946（13番人気）� 47089（3番人気）
枠連票数 計 161497 的中 （1－8） 17416（3番人気）
馬連票数 計 497912 的中 �� 1600（46番人気）
馬単票数 計 338192 的中 �� 687（82番人気）
ワイド票数 計 222409 的中 �� 1210（45番人気）�� 19404（1番人気）�� 649（58番人気）
3連複票数 計 590511 的中 ��� 1523（81番人気）
3連単票数 計 934030 的中 ��� 307（531番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．1―13．5―13．4―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．5―36．6―50．1―1：03．5―1：15．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F37．5
3 2（4，9）15，16，6（7，11）（10，13，12）（5，8，14）－3，1 4 2（4，9，15）（6，16）（7，11）10（13，12）（5，14）8，1－3

勝馬の
紹 介

サトノアビリティ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Grand Slam 初出走

2010．3．5生 牡3栗 母 サーキットレディ 母母 Laguna Seca 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 レアンデル号の調教師中川公成は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

アントールド号の調教師藤沢和雄は，臨場の業務における注意義務を怠ったことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の28頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）28頭 カシマトウヨウ号・カロミオベン号・キタサンミカヅキ号・グットオーメン号・グランソルシエール号・コラム号・

コンクエスト号・コンラッドヘンケル号・シャインエフェクト号・スターバトマーテル号・セプテンバー号・
ダブルウォー号・ティリアンパープル号・デルマヤマンバ号・トウショウブロンコ号・ドラゴンフロント号・
ナスノクロス号・ナムラネネ号・ニューキングダム号・ブライトマーサ号・フレイムミーティア号・
マスアルコバン号・ミスワイキキ号・モンビジュー号・ルルドノヒトミ号・レイキッシュボーイ号・レブルー号・
ローランズソング号

※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４日



03039 2月3日 晴 良 （25東京1）第4日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

35 クラリティーエス 牝3青鹿54 吉田 豊吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 472－ 21：40．3 3．5�
59 ドゥリマーズドリム 牝3青鹿54 W．ビュイック 石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 小泉牧場 448－ 4 〃 ハナ 38．0�

（英）

48 アースザスリー 牝3鹿 54 G．ブノワ �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 462－ 61：40．62 5．8�
（仏）

611 ロマンシングジェム 牝3青鹿54 内田 博幸吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B480－101：40．7クビ 13．6�
816 ジャングルハット 牝3鹿 54 D．マクドノー �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 442－ 41：41．12� 3．0	

（愛）

815 ボーラキアーラ 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 アタマ 32．1

36 プ ル ー フ 牝3栗 54 松岡 正海近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 430－ 2 〃 アタマ 58．6�
23 ボンジュールノゾミ 牝3栗 54

52 △嶋田 純次田中善次郎氏 菊沢 隆徳 新冠 平山牧場 470－121：41．31� 159．4�
11 ファストソング 牝3栗 54 岩田 康誠田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 480－ 61：41．4� 14．1
12 ハ ル コ マ チ 牝3鹿 54 石神 深一髙橋 治夫氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 456－ 4 〃 クビ 58．6�
714 ハートアンドハート 牝3青鹿54 田中 勝春村井 良孝氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 462－ 41：41．5クビ 22．1�
47 レオソルシエール 牝3鹿 54 石橋 脩田中 博之氏 古賀 慎明 新ひだか 築紫 洋 474－ 21：41．6� 23．7�
510 ベルモントホウオウ 牝3青鹿54 三浦 皇成 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 484－ 81：41．7クビ 23．8�
612 サクラフィアーブル 牝3鹿 54 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 伊藤 敏明 454－ 2 〃 クビ 14．6�
713 リュウノヒゲ 牝3芦 54 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 460± 01：41．91� 149．7�
24 ナデシコノハナ 牝3栗 54 北村 宏司石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 426－ 81：42．21� 48．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，423，000円 複勝： 39，628，800円 枠連： 18，701，300円
馬連： 63，968，500円 馬単： 42，225，700円 ワイド： 30，180，300円
3連複： 84，724，400円 3連単： 136，351，900円 計： 438，203，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 720円 � 240円 枠 連（3－5） 3，020円

馬 連 �� 8，240円 馬 単 �� 12，880円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 510円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 14，710円 3 連 単 ��� 92，660円

票 数

単勝票数 計 224230 的中 � 50606（2番人気）
複勝票数 計 396288 的中 � 83575（2番人気）� 10880（10番人気）� 43888（3番人気）
枠連票数 計 187013 的中 （3－5） 4583（11番人気）
馬連票数 計 639685 的中 �� 5733（30番人気）
馬単票数 計 422257 的中 �� 2420（44番人気）
ワイド票数 計 301803 的中 �� 3819（22番人気）�� 15818（3番人気）�� 2676（31番人気）
3連複票数 計 847244 的中 ��� 4251（39番人気）
3連単票数 計1363519 的中 ��� 1086（251番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．1―12．5―13．3―13．1―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．5―48．0―1：01．3―1：14．4―1：27．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．3―3F39．0
3 ・（8，10）（13，14）（15，16）（2，12，9）7，4，11－3，5－6－1 4 ・（8，10）（15，13）（16，14）（2，12，9）（4，7）（3，11，5）6，1

勝馬の
紹 介

クラリティーエス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．11．4 東京9着

2010．3．17生 牝3青鹿 母 キラリダイヤモンド 母母 ブリリアントカット 5戦1勝 賞金 8，900，000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） 1頭 ドクタールキア号
（非抽選馬） 1頭 シンクロニシティ号
※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3日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25東京1）第4日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
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3：17．5良・良

46 ローンウルフ �8栗 60 山本 康志鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド 482＋ 23：22．2 5．6�
813 シ グ ナ リ オ 牡9栗 60 横山 義行小林 昌志氏 成島 英春 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 43：22．94 5．3�
11 � ホウザンドラゴン �7青鹿60 浜野谷憲尚加藤 豊三氏 菊沢 隆徳 むかわ 清水ファーム 508＋ 43：23．22 11．2�
58 フリーダムシチー 牡4栗 59 草野 太郎 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 幾千世牧場 454－ 43：23．51� 18．6�
22 アイノレグルス 牡8鹿 60 小坂 忠士馬場 祥晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 468－123：23．92	 4．7�
33 ロードハリアー 牡5鹿 60 中村 将之 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 様似 猿倉牧場 478± 03：24．0クビ 24．2	
69 ナ イ ク 牡4鹿 59 江田 勇亮加藤 信之氏 高橋 文雅 新ひだか 林 祐二 B486－ 43：24．53 13．9

814 シ ャ ガ ー ル �6栗 60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 492－ 23：24．81� 7．8�
610 マ サ デ パ ン 牡5黒鹿 60

57 ▲高嶋 活士加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 488± 03：24．9� 41．1�
45 � ルネッサンスマン 牡5栗 60 蓑島 靖典誓山 正伸氏 南田美知雄 様似 清水 誠一 446－103：26．17 94．1
712� トーセンロマネ 牡7栗 60 小野寺祐太島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 450＋20 〃 クビ 162．6�
57 アンシャンテルール 牝5黒鹿58 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 456＋123：26．2� 119．9�
34 メイショウピッケル 牡4鹿 59 大江原 圭松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 506＋223：30．9大差 85．1�
711 タイセイクライマー �5黒鹿60 石神 深一田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 456－ 23：31．96 4．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，786，900円 複勝： 25，728，800円 枠連： 16，195，800円
馬連： 46，683，600円 馬単： 31，106，600円 ワイド： 20，486，600円
3連複： 62，584，400円 3連単： 104，601，800円 計： 324，174，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 170円 � 300円 枠 連（4－8） 970円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 560円 �� 910円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 22，370円

票 数

単勝票数 計 167869 的中 � 23667（4番人気）
複勝票数 計 257288 的中 � 30148（4番人気）� 46991（1番人気）� 19917（6番人気）
枠連票数 計 161958 的中 （4－8） 12447（3番人気）
馬連票数 計 466836 的中 �� 20443（5番人気）
馬単票数 計 311066 的中 �� 5792（17番人気）
ワイド票数 計 204866 的中 �� 9265（4番人気）�� 5416（11番人気）�� 7600（6番人気）
3連複票数 計 625844 的中 ��� 11266（12番人気）
3連単票数 計1046018 的中 ��� 3451（60番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 51．9－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローンウルフ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2007．7．1 福島12着

2005．3．22生 �8栗 母 キョウエイマリー 母母 キョウエイヨシノ 障害：2戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 フリーダムシチー号の騎手草野太郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 タイセイクライマー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 タイセイクライマー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年3月3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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カーペウィアム号
（非抽選馬） 4頭 ジョープラチネラ号・セフティーフライト号・センシズバイオ号・ハートビートボーイ号



03041 2月3日 晴 良 （25東京1）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

11 テイエムブシドー 牡3鹿 56 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 450－ 21：47．1 7．4�
713 バロンドゥフォール 牡3鹿 56 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 474－ 21：47．52� 2．5�
59 モ モ ト ン ボ 牝3鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 ハナ 4．3�
36 ロングシャドウ 牡3青鹿56 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492＋ 21：48．03 5．8�
24 � マイネルハイネス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 仏 Mr Cyril
Morange B448－ 2 〃 クビ 24．7	

35 ナカヤマシャイン 牡3鹿 56 G．ブノワ 和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 460－ 41：48．1	 16．1

（仏）

612 ベストフォンテン 牡3鹿 56 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 478－ 61：48．2� 64．7�
48 ナムラショウリ 牡3鹿 56 三浦 皇成奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 432＋ 2 〃 アタマ 152．4�
714 ケツァルコアトル 牡3青鹿56 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 496－ 4 〃 クビ 328．5
47 マイネルオリンポス 牡3鹿 56 D．マクドノー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 6 〃 ハナ 19．2�

（愛）

815 オーゴンチャチャ 牝3鹿 54 田辺 裕信永田 清男氏 谷原 義明 日高 田中 元寿 432－ 81：48．3クビ 102．9�
510 サムソンズプライド 牡3鹿 56 江田 照男有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 468＋16 〃 ハナ 18．3�
23 フィリーズカレン 牝3鹿 54 松岡 正海野﨑 昭夫氏 阿部 新生 豊浦 飯原牧場 470－ 21：49．15 86．1�
611 コスモアンカー 牡3黒鹿56 W．ビュイック �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 454－ 21：49．42 22．4�

（英）

12 ニシノオタフク 牝3鹿 54 村田 一誠西山 茂行氏 田中 剛 新ひだか 本桐牧場 482± 01：49．5クビ 357．0�
816 ハクサンキング 牡3鹿 56 柴田 善臣百万 武夫氏 石毛 善彦 浦河 アイオイファーム 456－121：49．92� 92．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，845，100円 複勝： 52，535，600円 枠連： 19，856，400円
馬連： 78，488，500円 馬単： 50，667，600円 ワイド： 35，162，400円
3連複： 93，661，200円 3連単： 161，311，900円 計： 523，528，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 180円 � 130円 � 160円 枠 連（1－7） 1，010円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 470円 �� 500円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 13，610円

票 数

単勝票数 計 318451 的中 � 34367（4番人気）
複勝票数 計 525356 的中 � 67928（4番人気）� 125598（1番人気）� 89400（2番人気）
枠連票数 計 198564 的中 （1－7） 14554（4番人気）
馬連票数 計 784885 的中 �� 52845（3番人気）
馬単票数 計 506676 的中 �� 13193（10番人気）
ワイド票数 計 351624 的中 �� 18318（3番人気）�� 16768（5番人気）�� 26805（2番人気）
3連複票数 計 936612 的中 ��� 40912（3番人気）
3連単票数 計1613119 的中 ��� 8751（23番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムブシドー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Theatrical デビュー 2012．11．18 東京4着

2010．3．5生 牡3鹿 母 レ ム リ ア 母母 Reloy 4戦1勝 賞金 8，850，000円
〔制裁〕 テイエムブシドー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戒告。（被害馬：7番・6番・10番）
※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3日 晴 良 （25東京1）第4日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時00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
1：19．6
1：19．0

良
良

611 プレイアップ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422 ―1：24．5 17．3�

713 クレメンタイン 牝3鹿 54 岩部 純二岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 420 ―1：24．71� 47．6�
815 マリアローザ 牝3青鹿54 三浦 皇成山本 剛史氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 436 ― 〃 ハナ 7．4�
714 カ ケ ダ シ 牡3鹿 56 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 506 ―1：24．8� 8．8�
24 サウスマキシム 牡3鹿 56 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 506 ― 〃 クビ 7．0�
47 ウエスタンパピヨン 牝3黒鹿54 石神 深一 	ウエスタンファーム 加藤 和宏 浦河 中島 俊明 436 ―1：24．9� 98．0

510	 ルヴィロンザ 牝3青鹿54 北村 宏司窪田 康志氏 菊沢 隆徳 米 Masatake

Iida DVM 430 ―1：25．0クビ 18．7�
11 コスモオーサム 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 446 ― 〃 アタマ 122．4�
59 アルディート 牡3青鹿56 田中 勝春岡田 牧雄氏 柴崎 勇 浦河 冨岡牧場 452 ―1：25．21
 27．5
12 メイショウオリヅル 牝3青鹿54 W．ビュイック 松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 444 ― 〃 クビ 2．0�

（英）

23 フラワーリヴァー 牝3鹿 54 中谷 雄太�髙昭牧場 小野 次郎 浦河 高昭牧場 484 ―1：25．73 176．2�
612 サラマジック 牝3栗 54 D．マクドノー 矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 新冠 大林ファーム 436 ―1：25．91� 20．4�

（愛）

35 アワサンシャイン 牝3栗 54 吉田 隼人吉田 和子氏 伊藤 圭三 新ひだか 前川 正美 438 ―1：26．0クビ 11．8�
48 ドラゴンウォーター 牝3栗 54

52 △嶋田 純次窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 バンダム牧場 436 ―1：26．21� 63．1�
816 フロイデトート 牝3鹿 54 田中 博康苅部康太郎氏 小桧山 悟 新ひだか 原口牧場 410 ―1：26．41� 273．1�
36 コウジンチーター 牝3鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 新ひだか 山野牧場 418 ―1：27．03� 172．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，114，500円 複勝： 29，580，200円 枠連： 17，142，100円
馬連： 58，702，400円 馬単： 39，817，600円 ワイド： 23，538，300円
3連複： 65，523，700円 3連単： 113，308，200円 計： 370，727，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 500円 � 960円 � 280円 枠 連（6－7） 2，250円

馬 連 �� 25，430円 馬 単 �� 47，710円

ワ イ ド �� 6，330円 �� 1，400円 �� 3，640円

3 連 複 ��� 53，910円 3 連 単 ��� 396，320円

票 数

単勝票数 計 231145 的中 � 10576（6番人気）
複勝票数 計 295802 的中 � 15141（7番人気）� 7324（10番人気）� 31560（3番人気）
枠連票数 計 171421 的中 （6－7） 5628（9番人気）
馬連票数 計 587024 的中 �� 1704（49番人気）
馬単票数 計 398176 的中 �� 616（96番人気）
ワイド票数 計 235383 的中 �� 900（47番人気）�� 4244（15番人気）�� 1580（38番人気）
3連複票数 計 655237 的中 ��� 897（121番人気）
3連単票数 計1133082 的中 ��� 211（748番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．9―49．8―1：01．7―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F34．7
3 9，13（5，15）4（2，8，10）－（11，14）－（3，16）7，1（12，6） 4 9，13（5，15）4（2，10）（11，8，14）（3，16）－（1，7，6）12

勝馬の
紹 介

プレイアップ �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Sunday Silence 初出走

2010．4．1生 牝3鹿 母 プレイサイレンス 母母 Sensation 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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 クラウンマイスター号・サクラプレジール号・ダイワフレーム号・タカトーエルザー号・フィリグリー号・

ブライトチェリー号・リネンワゴン号・リルバニヤン号
※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。



03043 2月3日 晴 良 （25東京1）第4日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時30分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

815 スフィンクス 牝4鹿 55 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 444－ 21：25．8 7．9�
47 リバティーアゲイン 牡4青鹿57 田辺 裕信阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 490－ 2 〃 クビ 6．2�
816 トウショウブーム 牡4鹿 57 蛯名 正義トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B520＋221：25．9� 7．2�
24 ピオニエトウショウ 牝4鹿 55 丸田 恭介トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 424＋ 8 〃 ハナ 51．4�
48 	 バルダメンテ 牡4青鹿57 岩田 康誠前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 516＋ 41：26．0� 3．2�
11 
 シゲルアボカド 牡4鹿 57 吉田 隼人森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 土井牧場 486－ 21：26．1クビ 6．0	
23 ノ ボ ク ン 牡6鹿 57 D．マクドノー �LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 496＋101：26．2� 18．5


（愛）

59 ベルストーリー 牝4鹿 55 吉田 豊髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 496－ 41：26．3クビ 26．9�
12 	 ハイエストクライム 牡6鹿 57 三浦 皇成前田 葉子氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm 528＋221：26．51� 36．8�
714 セイントチャンス 牡4鹿 57 北村 宏司内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド 476－ 41：26．6� 13．6
510
 ニュースター 牝5黒鹿55 柴田 大知�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 494－ 81：26．7クビ 21．9�
611	 セイウンシェンロン 牡6黒鹿57 武士沢友治西山 茂行氏 古賀 史生 米 Brilliant

Stables Inc. 472－ 21：26．8� 19．6�
713 ウエスタンルーチェ 牝4黒鹿55 松岡 正海西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 450－ 2 〃 ハナ 102．5�
36 カネトシファイター 牡5栗 57 大庭 和弥兼松 利男氏 高橋 義博 日高 新井 弘幸 492－ 21：27．01� 119．3�
35 ヒカルランナー 牡4鹿 57 石神 深一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 538＋141：27．1� 67．3�
612	
 ピューマティック 牡5鹿 57 G．ブノワ 林 正道氏 栗田 徹 米 Lazy Lane

Farms, Inc. 540－181：27．2クビ 63．3�
（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，640，800円 複勝： 43，372，400円 枠連： 24，252，400円
馬連： 77，204，500円 馬単： 46，073，000円 ワイド： 31，135，800円
3連複： 94，638，100円 3連単： 159，219，700円 計： 499，536，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 270円 � 230円 � 300円 枠 連（4－8） 400円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，060円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 7，250円 3 連 単 ��� 50，940円

票 数

単勝票数 計 236408 的中 � 23803（5番人気）
複勝票数 計 433724 的中 � 43015（4番人気）� 54456（3番人気）� 36625（5番人気）
枠連票数 計 242524 的中 （4－8） 45712（1番人気）
馬連票数 計 772045 的中 �� 23664（8番人気）
馬単票数 計 460730 的中 �� 6367（18番人気）
ワイド票数 計 311358 的中 �� 8856（6番人気）�� 7201（9番人気）�� 6669（11番人気）
3連複票数 計 946381 的中 ��� 9643（19番人気）
3連単票数 計1592197 的中 ��� 2307（140番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．1―11．8―12．6―13．0―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．5―34．6―46．4―59．0―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スフィンクス �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2011．9．4 札幌11着

2009．4．2生 牝4鹿 母 アレグリアス 母母 インヴァイト 11戦2勝 賞金 19，520，000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。

03044 2月3日 晴 良 （25東京1）第4日 第8競走 ��2，100�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

812 モントリヒト 牡4栗 56 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 434＋ 42：13．9 1．8�
710 トウショウカムイ 牡5鹿 57 石橋 脩トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504－ 22：14．53� 12．8�
711 オパールパワー 牡4芦 56 吉田 隼人居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 560－ 22：14．6� 9．3�
44 ステップアヘッド 牡4鹿 56 蛯名 正義松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 516－ 4 〃 ハナ 8．8�
68 ミヤビエスペランサ 牡4鹿 56 岩田 康誠村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 502＋ 22：14．81� 14．6	
56 ヤマニンミミック 牝5黒鹿55 横山 典弘土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 484－ 22：15．12 14．7

11 ダヴィンチバローズ 牡5鹿 57 内田 博幸猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 480－ 62：15．52� 6．3�
813 デ ミ チ ン タ 牡5鹿 57

54 ▲高嶋 活士加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ 468－ 62：15．71� 88．1�

69 ガッテンキャンパス 牡4鹿 56 木幡 初広栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 452－ 42：15．8クビ 66．5
57 リネンタキシード 牡6青鹿57 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 B532－ 42：15．9� 15．6�
33 	 スプリングオー 
4黒鹿 56

53 ▲原田 和真栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 450－ 22：16．0� 361．9�
22 ヤマニンクラバット 牡5鹿 57 柴田 大知土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 492± 02：16．42� 135．5�
45 フュージョン 牝5芦 55 G．ブノワ 吉田 和子氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田 頼嗣 490－ 22：18．3大差 112．1�

（仏）

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，779，200円 複勝： 65，461，700円 枠連： 24，872，800円
馬連： 92，912，800円 馬単： 65，292，100円 ワイド： 39，265，400円
3連複： 110，620，900円 3連単： 214，775，600円 計： 649，980，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 280円 � 240円 枠 連（7－8） 440円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 480円 �� 400円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 9，500円

票 数

単勝票数 計 367792 的中 � 162505（1番人気）
複勝票数 計 654617 的中 � 283876（1番人気）� 39145（8番人気）� 49230（4番人気）
枠連票数 計 248728 的中 （7－8） 42357（1番人気）
馬連票数 計 929128 的中 �� 56580（5番人気）
馬単票数 計 652921 的中 �� 29033（5番人気）
ワイド票数 計 392654 的中 �� 20928（5番人気）�� 25750（3番人気）�� 6003（22番人気）
3連複票数 計1106209 的中 ��� 32266（9番人気）
3連単票数 計2147756 的中 ��� 16700（24番人気）

ハロンタイム 7．3―12．0―13．5―13．0―12．7―12．8―12．9―12．9―12．4―11．8―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―19．3―32．8―45．8―58．5―1：11．3―1：24．2―1：37．1―1：49．5―2：01．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モントリヒト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Monsun デビュー 2011．10．2 中山7着

2009．4．7生 牡4栗 母 アンナモンダ 母母 Anna of Kiev 13戦2勝 賞金 23，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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3日 晴 良 （25東京1）第4日 第9競走 ��1，400�
は る な

春 菜 賞
発走14時35分 （芝・左）

牝，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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

24 ナンシーシャイン 牝3鹿 54 D．マクドノー 三ツ矢組合 岩戸 孝樹 新ひだか 下村 繁正 418－ 41：22．5 14．5�
（愛）

23 チェリーペトルズ 牝3鹿 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 460± 01：22．92� 87．6�
816 ネロディアマンテ 牝3青 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋141：23．0クビ 15．1�
510 ダイワストリーム 牝3栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 476－ 6 〃 ハナ 4．7�
11 エターナルムーン 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 458－ 21：23．1� 8．7�
611 フロアクラフト 牝3黒鹿54 内田 博幸 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 クビ 9．2	
48 オ ツ ウ 牝3鹿 54 W．ビュイック 大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466－ 41：23．2クビ 2．3


（英）

36 アカノジュウロク 牝3鹿 54 田辺 裕信根本 忠義氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 446－ 6 〃 ハナ 81．6�
815 マカゼコイカゼ 牝3鹿 54 横山 典弘國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 426＋ 21：23．3� 26．7�
35 ハニームーナー 牝3栗 54 丸田 恭介 H.R.H．プリンセス・ハヤ 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430－ 21：23．4� 120．3
12 プリンセスカママル 牝3鹿 54 柴田 善臣 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 ハナ 15．2�
59 ティンホイッスル 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 450＋ 21：23．5� 292．7�
47 リメンバーメジロ 牝3鹿 54 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 414－ 4 〃 ハナ 39．4�
713 ベアトリッツ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 420± 01：23．71� 15．1�
612 ヴァレンティーネ 牝3鹿 54 吉田 隼人佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 450－ 41：23．8� 122．4�
714 リアリティー 牝3鹿 54 村田 一誠小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 454－ 81：25．07 235．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，639，500円 複勝： 90，291，400円 枠連： 41，247，100円
馬連： 182，341，900円 馬単： 97，795，500円 ワイド： 66，317，700円
3連複： 199，189，600円 3連単： 360，137，400円 計： 1，095，960，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 470円 � 2，370円 � 500円 枠 連（2－2） 46，130円

馬 連 �� 51，960円 馬 単 �� 81，370円

ワ イ ド �� 10，780円 �� 2，150円 �� 14，390円

3 連 複 ��� 185，150円 3 連 単 ��� 1，054，690円

票 数

単勝票数 計 586395 的中 � 31896（5番人気）
複勝票数 計 902914 的中 � 53733（6番人気）� 9149（12番人気）� 49823（7番人気）
枠連票数 計 412471 的中 （2－2） 660（34番人気）
馬連票数 計1823419 的中 �� 2590（65番人気）
馬単票数 計 977955 的中 �� 887（118番人気）
ワイド票数 計 663177 的中 �� 1501（64番人気）�� 7743（26番人気）�� 1122（75番人気）
3連複票数 計1991896 的中 ��� 794（240番人気）
3連単票数 計3601374 的中 ��� 252（1368番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．5―36．5―48．8―1：00．2―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．7
3 4（6，13）11（1，2，10）7，3（5，8）12（9，14）（15，16） 4 4（6，13）（1，2，11）（3，10）7（5，8）15（9，12，14）16

勝馬の
紹 介

ナンシーシャイン �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー 2012．9．16 中山1着

2010．5．28生 牝3鹿 母 ダーリントウショウ 母母 セリナトウシヨウ 6戦2勝 賞金 23，421，000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。
（非当選馬） 5頭 アルマシャウラ号・エバーグレーズ号・エメラルハヤブサ号・ジーニマジック号・ワンツーステップ号
※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。

03046 2月3日 晴 良 （25東京1）第4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，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

55 ノ ー ス テ ア �5栗 57 蛯名 正義山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 538＋ 82：27．8 2．7�
44 	 カワキタフウジン 牡8栗 57 内田 博幸川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 508－ 6 〃 クビ 19．1�
66 サトノエンペラー 牡7鹿 57 G．ブノワ 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 496＋102：27．9
 12．6�

（仏）

77 タ イ タ ン 牡5栗 57 横山 典弘深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 472＋ 22：28．0� 6．7�
22 トウカイオーロラ 牡6黒鹿57 柴田 善臣内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 480＋ 4 〃 ハナ 23．2�
33 エキストラエンド 牡4鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 462－ 8 〃 ハナ 2．4	
89 ネオブラックダイヤ 牡5青鹿57 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508± 02：28．42
 7．8

78 ヤマニンシャスール 牡6鹿 57 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 482－122：28．5� 82．3�
11 セタガヤフラッグ 牡10鹿 57 大庭 和弥千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム 464－ 42：28．92
 157．3�
810	 アロマンシェス 牡9鹿 57 柴田 大知伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 466± 02：29．32
 193．5
（10頭）

売 得 金
単勝： 52，093，200円 複勝： 75，789，800円 枠連： 23，297，700円
馬連： 154，197，700円 馬単： 104，888，600円 ワイド： 52，486，800円
3連複： 146，479，300円 3連単： 402，982，400円 計： 1，012，215，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 380円 � 330円 枠 連（4－5） 2，150円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 720円 �� 720円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 6，010円 3 連 単 ��� 25，420円

票 数

単勝票数 計 520932 的中 � 152887（2番人気）
複勝票数 計 757898 的中 � 203900（2番人気）� 42292（7番人気）� 49436（5番人気）
枠連票数 計 232977 的中 （4－5） 8024（8番人気）
馬連票数 計1541977 的中 �� 51887（9番人気）
馬単票数 計1048886 的中 �� 24401（15番人気）
ワイド票数 計 524868 的中 �� 18609（8番人気）�� 18490（9番人気）�� 4957（21番人気）
3連複票数 計1464793 的中 ��� 18016（21番人気）
3連単票数 計4029824 的中 ��� 11702（89番人気）

ハロンタイム 13．3―12．0―12．6―12．6―12．8―13．0―12．7―12．7―12．5―11．1―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．3―37．9―50．5―1：03．3―1：16．3―1：29．0―1：41．7―1：54．2―2：05．3―2：16．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F33．6
1
3
6，10，8（3，9）2（1，5）－（4，7）
6，10（3，8）（2，9）（1，5）（4，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノ ー ス テ ア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2010．10．10 東京5着

2008．3．5生 �5栗 母 ム ガ ー ル 母母 ム ガ メ ー ル 14戦5勝 賞金 90，814，000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



03047 2月3日 晴 良 （25東京1）第4日 第11競走 ��
��1，600�第63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 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

35 ク ラ レ ン ト 牡4栗 56 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 486－ 21：32．9 5．1�
11 ダイワマッジョーレ 牡4鹿 56 丸田 恭介大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 434－ 41：33．0	 8．3�
48 トライアンフマーチ 牡7鹿 56 横山 典弘 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478－ 6 〃 クビ 6．5�
510 レッドスパーダ 牡7鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 534－ 61：33．1クビ 14．0�
23 ブライトライン 牡4青 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 520± 01：33．41
 34．8	
612 スマートシルエット 牝6鹿 54 蛯名 正義大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 486＋ 21：33．61� 36．6

36 スマイルジャック 牡8黒鹿59 田辺 裕信齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 498－ 2 〃 クビ 87．6�
816 ガ ル ボ 牡6青 58 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 482＋ 61：33．81� 12．3�
611 マウントシャスタ 牡4鹿 56 W．ビュイック 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 クビ 6．4

（英）

59 ドナウブルー 牝5鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432－ 21：33．9クビ 4．0�
713 リアルインパクト 牡5鹿 56 D．マクドノー �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 528＋201：34．11� 11．1�

（愛）

24 レインスティック 牡6栗 56 吉田 隼人 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 クビ 141．8�
47 キングストリート 牡7鹿 56 G．ブノワ 河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 492＋ 21：34．31� 101．7�

（仏）

815 ヤマニンウイスカー 牡7青 56 柴田 大知土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 500± 0 〃 クビ 40．7�
714 インプレスウィナー 牡6青 56 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 454－ 21：34．4
 44．3�
12 リーチザクラウン 牡7青鹿57 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 530＋ 81：35．03	 102．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 180，412，700円 複勝： 277，472，300円 枠連： 153，960，500円 馬連： 856，515，700円 馬単： 423，297，600円
ワイド： 260，684，900円 3連複： 1，166，976，900円 3連単： 2，215，604，100円 5重勝： 838，684，400円 計： 6，373，609，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 250円 � 210円 枠 連（1－3） 1，760円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 630円 �� 580円 �� 950円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 16，490円

5 重 勝
対象競走：京都10R／東京10R／中京11R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 193，670円

票 数

単勝票数 計1804127 的中 � 279068（2番人気）
複勝票数 計2774723 的中 � 429458（2番人気）� 274000（5番人気）� 353864（3番人気）
枠連票数 計1539605 的中 （1－3） 64653（9番人気）
馬連票数 計8565157 的中 �� 374243（6番人気）
馬単票数 計4232976 的中 �� 117205（6番人気）
ワイド票数 計2606849 的中 �� 104373（5番人気）�� 113585（4番人気）�� 65266（10番人気）
3連複票数 計11669769 的中 ��� 236497（6番人気）
3連単票数 計22156041 的中 ��� 99207（25番人気）
5重勝票数 差引計8386844（返還計 0 ） 的中 ����� 3196

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．5―47．6―59．4―1：10．6―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．5
3 10（8，12）13（5，9，16）（2，6，15）（3，11，14）（1，4，7） 4 ・（10，12）（8，13）（9，16）5（6，15）2（3，14）（1，11，7）4

勝馬の
紹 介

ク ラ レ ン ト �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．7．16 京都1着

2009．3．2生 牡4栗 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 12戦4勝 賞金 155，917，000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。
（非抽選馬） 7頭 シルクアーネスト号・ストロングガルーダ号・ドリームカトラス号・ヒットジャポット号・フレールジャック号・

メテオロロジスト号・モンストール号
※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。

03048 2月3日 晴 良 （25東京1）第4日 第12競走 ��
��1，400�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，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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

23 カレンジェニオ 牡5栗 57 W．ビュイック 鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 490± 01：24．8 21．4�
（英）

12 � ダブルスター 牡4栗 57 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500－ 21：24．9	 2．8�
36 タイセイファントム 牡5鹿 57 岩田 康誠田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 450＋10 〃 ハナ 13．1�
59 � サクラレグナム 牡4栗 57 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 502－ 6 〃 クビ 9．1�
35 ネオザウイナー 牡5青鹿57 石橋 脩小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－101：25．0
 5．3	
510� トレノソルーテ �7鹿 57

55 △嶋田 純次戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 B524－ 6 〃 アタマ 161．7

48 � カネトシイナーシャ 牡5黒鹿57 田中 健兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC 478－ 21：25．1クビ 7．9�
11 アルベルティ 牡5鹿 57 柴田 善臣 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 61：25．31 35．7�
611 キングスリージョン 牡7栗 57 北村 宏司吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 510＋ 61：25．51 71．7
815 カネトシミント 牡4黒鹿57 蛯名 正義兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 498－ 41：25．71 57．1�
714 キングダムキング 牡5鹿 57 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム B472± 01：25．91 20．5�
816� セイウンオウサム 牡6芦 57 武士沢友治西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire 518－ 21：26．32	 57．8�
713� サトノロック 牡6鹿 57 D．マクドノー 里見 治氏 国枝 栄 愛 Rockhart

Trading Ltd B472－ 4 〃 ハナ 44．5�
（愛）

612� レッドアンバー 牡6栗 57
54 ▲平野 優�日進牧場 矢野 照正 浦河 日進牧場 476－ 61：26．4クビ 325．8�

47 セトノシャンクス 牡5栗 57 松岡 正海難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 468－101：26．5	 262．4�
24 クォリティシーズン 牝5黒鹿55 三浦 皇成水野 英樹氏 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 440± 0 〃 ハナ 5．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，674，400円 複勝： 111，813，400円 枠連： 62，909，100円
馬連： 226，373，100円 馬単： 127，146，600円 ワイド： 86，845，100円
3連複： 286，807，700円 3連単： 570，914，400円 計： 1，546，483，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 460円 � 140円 � 340円 枠 連（1－2） 600円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 10，500円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 2，650円 �� 790円

3 連 複 ��� 9，430円 3 連 単 ��� 85，160円

票 数

単勝票数 計 736744 的中 � 27156（8番人気）
複勝票数 計1118134 的中 � 49576（7番人気）� 298030（1番人気）� 72913（6番人気）
枠連票数 計 629091 的中 （1－2） 78378（2番人気）
馬連票数 計2263731 的中 �� 51576（11番人気）
馬単票数 計1271466 的中 �� 8941（37番人気）
ワイド票数 計 868451 的中 �� 18641（10番人気）�� 7783（29番人気）�� 28064（7番人気）
3連複票数 計2868077 的中 ��� 22468（27番人気）
3連単票数 計5709144 的中 ��� 4948（247番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンジェニオ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2011．4．3 阪神2着

2008．4．5生 牡5栗 母 カ レ ン マ マ 母母 アズウィロー 19戦4勝 賞金 45，330，000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） 1頭 エイブルサクセス号
（非抽選馬） 1頭 イクシカナイダロウ号
※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。

５レース目



（25東京1）第4日 2月3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 181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 手 当

234，370，000円
2，080，000円
8，650，000円
1，660，000円
21，150，000円
67，804，000円
5，652，800円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
561，521，800円
885，482，800円
434，191，600円
1，950，855，300円
1，104，139，200円
697，600，600円
2，455，418，200円
4，662，679，700円
838，684，400円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 13，590，573，600円

総入場人員 32，316名 （有料入場人員 31，019名）
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