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03049 2月9日 曇 稍重 （25東京1）第5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

816 クロムレック 牡3栗 56 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 510－ 21：26．0 3．9�
714 アビリティラヴ 牡3鹿 56 柴田 善臣本間 充氏 本間 忍 浦河 田中スタッド 476＋ 21：26．42� 1．8�
47 トミケンプレミオ 牡3鹿 56 三浦 皇成冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 498＋ 41：26．82� 7．8�
11 ワ ン ダ フ ル 牡3栗 56 横山 典弘諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 クビ 22．4�
23 マ グ ネ イ ト 牡3栗 56 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか キヨタケ牧場 488＋ 41：27．54 19．4	
35 デルマカマイタチ 牡3黒鹿56 W．ビュイック 浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 486＋ 61：27．82 32．1


（英）

611 ダイワフォスター 牡3鹿 56 柴田 大知大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 446＋ 61：28．01� 183．7�
12 ビックファントム 牡3鹿 56 内田 博幸芹澤 精一氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 508± 01：28．21� 26．8�
815 アルバラード 牡3鹿 56 田中 勝春有限会社シルク伊藤 圭三 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 21：28．51� 166．0
59 シェアードワールド 牡3黒鹿56 G．ブノワ �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：28．6� 71．3�

（仏）

24 ゴールドピューマ 牡3栗 56 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B490－ 81：28．8� 80．9�
48 グレートエスケープ 牡3鹿 56 村田 一誠 H.R.H．プリンセス・ハヤ 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 21：28．9� 486．1�
510 ダンシングポーン 牡3鹿 56 石橋 脩大迫久美子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 444＋121：29．32� 82．6�
36 ミッキールドラ 牡3栗 56 松岡 正海野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 494± 01：31．0大差 13．9�
612 レ デ ィ ノ ボ 牝3鹿 54 田辺 裕信�LS.M 天間 昭一 日高 日高大洋牧場 482＋ 61：31．31� 161．6�
713 サキノリュウジン 牡3芦 56 嘉藤 貴行榊原 富夫氏 大和田 成 新ひだか 信田牧場 446－ 61：33．2大差 652．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，168，400円 複勝： 45，828，200円 枠連： 13，890，400円
馬連： 50，056，400円 馬単： 37，868，200円 ワイド： 25，621，900円
3連複： 68，375，300円 3連単： 118，042，200円 計： 384，851，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 110円 � 160円 枠 連（7－8） 410円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 210円 �� 540円 �� 220円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 251684 的中 � 51553（2番人気）
複勝票数 計 458282 的中 � 54664（3番人気）� 205536（1番人気）� 54863（2番人気）
枠連票数 計 138904 的中 （7－8） 25512（1番人気）
馬連票数 計 500564 的中 �� 90537（1番人気）
馬単票数 計 378682 的中 �� 28767（3番人気）
ワイド票数 計 256219 的中 �� 32949（1番人気）�� 9683（6番人気）�� 31592（2番人気）
3連複票数 計 683753 的中 ��� 66762（1番人気）
3連単票数 計1180422 的中 ��� 23178（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．2―47．1―59．2―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロムレック �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Dynaformer デビュー 2012．6．10 東京4着

2010．3．29生 牡3栗 母 ル シ ル ク 母母 Queue 5戦1勝 賞金 8，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レディノボ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月9日まで平地競走に

出走できない。
サキノリュウジン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4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） 2頭 イーグルカッター号・リネンウインド号
（非抽選馬） 4頭 アインディアマント号・シャトルダンサー号・ベルウッドサロン号・リカーズココ号
※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。

03050 2月9日 晴 稍重 （25東京1）第5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）

牝，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

611 ヴィジタンディーヌ 牝3鹿 54 柴田 善臣伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン
牧場 476 ―1：27．7 3．8�

35 ナスノクロス 牝3鹿 54 内田 博幸�須野牧場 新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 480 ―1：28．55 10．5�

816 リルバニヤン 牝3鹿 54 吉田 隼人津村 靖志氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 444 ―1：28．6� 9．5�
23 フレイムミーティア 牝3鹿 54 田辺 裕信嶋田 賢氏 大和田 成 日高 シンコーファーム 454 ―1：28．92 16．8�
12 ミスワイキキ 牝3栗 54 浜中 俊加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446 ―1：29．43 17．0�
714 モンビジュー 牝3栗 54 福永 祐一大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 452 ―1：29．61� 7．5	
510 バトルディアーナー 牝3黒鹿54 松岡 正海宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 義昭 432 ―1：29．7クビ 23．7

36 ナ ム ラ ネ ネ 牝3鹿 54 田中 勝春奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 448 ―1：29．91� 17．1�
11 シャインエフェクト 牝3芦 54 中谷 雄太皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 436 ―1：30．0� 53．3�
612 バナーライン 牝3鹿 54 W．ビュイック 社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ―1：30．42� 4．7�
（英）

713 スターバトマーテル 牝3鹿 54 北村 宏司ターフ・スポート大竹 正博 浦河 市川フアーム 460 ―1：30．61 43．9�
24 イ ソ カ ゼ 牝3鹿 54 G．ブノワ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 470 ―1：30．7� 8．0�
（仏）

59 カロミオベン 牝3栗 54 田中 博康ターフ・スポート木村 哲也 浦河 荻伏三好フ
アーム 430 ―1：30．91� 66．2�

47 デルマヤマンバ 牝3栗 54 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 420 ―1：31．21� 25．1�
48 スターポケット 牝3黒鹿54 石橋 脩西城 公雄氏 高橋 文雅 新ひだか 寺越 政幸 470 ―1：31．73 118．5�
815 リネンワゴン 牝3栗 54 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 青森 オオタ牧場 454 ―1：32．87 185．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，015，500円 複勝： 25，849，400円 枠連： 16，975，500円
馬連： 41，571，700円 馬単： 27，279，400円 ワイド： 19，170，100円
3連複： 53，005，700円 3連単： 76，707，100円 計： 276，574，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 280円 � 280円 枠 連（3－6） 650円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 790円 �� 830円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 27，410円

票 数

単勝票数 計 160155 的中 � 33331（1番人気）
複勝票数 計 258494 的中 � 45699（1番人気）� 22553（5番人気）� 22577（4番人気）
枠連票数 計 169755 的中 （3－6） 19457（2番人気）
馬連票数 計 415717 的中 �� 14823（5番人気）
馬単票数 計 272794 的中 �� 5273（7番人気）
ワイド票数 計 191701 的中 �� 6093（4番人気）�� 5741（6番人気）�� 4190（12番人気）
3連複票数 計 530057 的中 ��� 6596（11番人気）
3連単票数 計 767071 的中 ��� 2066（38番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．6―13．2―13．0―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．4―37．0―50．2―1：03．2―1：15．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィジタンディーヌ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2010．2．25生 牝3鹿 母 オ ル レ ア ン 母母 ゴールドシェイド 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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 エンドレスエイト号・タイガーキャット号・ダイワユニティー号・ティアップブルーム号・プリティウイッチ号・

マキシムプリンセス号
※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５日



03051 2月9日 晴 稍重 （25東京1）第5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

48 オ リ ア ー ナ 牝3青鹿54 石橋 脩 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 490－ 41：40．2 26．9�

47 タマモマイヒメ 牝3鹿 54 田辺 裕信タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B464－ 41：40．51� 9．7�
714 アルマネアン 牝3黒鹿54 吉田 豊コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 田湯牧場 456－ 21：40．92� 10．8�
713 ウエスタンアタック 牝3鹿 54 柴田 善臣 �ウエスタンファーム 根本 康広 新冠 競優牧場 448＋ 21：41．11� 34．4�
11 フリーマインド 牝3鹿 54 武士沢友治上野 直樹氏 伊藤 大士 日高 碧雲牧場 B414± 01：41．42 118．4�
12 ボディーダンシング 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 448－ 41：41．5� 2．1	
23 カカアデンカ 牝3栗 54 北村 宏司星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B442－ 61：41．71� 30．4

815 ポ ン マ リ ー 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 クビ 185．0�
59 リリカルソング 牝3栗 54 G．ブノワ �ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B430－ 61：41．8クビ 55．6�
（仏）

35 メイプルミルク 牝3栗 54 松岡 正海節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 450＋ 2 〃 クビ 16．3
816 ハナレイビーチ 牝3栗 54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 小島 茂之 千歳 社台ファーム 456± 01：41．9クビ 8．3�
611 ティアサンシャイン 牝3青鹿54 内田 博幸岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 490－ 41：43．28 10．8�
24 ボンボンショコラ 牝3黒鹿54 浜中 俊新木 鈴子氏 高柳 瑞樹 浦河 ヒダカフアーム 524＋ 21：44．15 7．3�
612 ヴァンビーナ 牝3青鹿54 江田 照男村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂 牧場 480＋ 41：44．42 35．8�
36 ハ ナ マ ツ リ 牝3鹿 54 木幡 初広岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 様似 様似堀牧場 500＋ 21：45．03� 186．3�
510 ハピネスサウンド 牝3鹿 54 三浦 皇成前迫 義幸氏 木村 哲也 新冠 赤石 久夫 452－121：45．2� 323．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，901，700円 複勝： 40，167，300円 枠連： 13，331，900円
馬連： 51，119，600円 馬単： 35，451，200円 ワイド： 24，565，200円
3連複： 66，389，100円 3連単： 106，896，600円 計： 360，822，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，690円 複 勝 � 730円 � 310円 � 360円 枠 連（4－4） 12，020円

馬 連 �� 15，700円 馬 単 �� 35，700円

ワ イ ド �� 3，630円 �� 3，770円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 49，150円 3 連 単 ��� 386，720円

票 数

単勝票数 計 229017 的中 � 6727（8番人気）
複勝票数 計 401673 的中 � 13251（9番人気）� 36370（4番人気）� 30515（6番人気）
枠連票数 計 133319 的中 （4－4） 819（27番人気）
馬連票数 計 511196 的中 �� 2404（40番人気）
馬単票数 計 354512 的中 �� 733（92番人気）
ワイド票数 計 245652 的中 �� 1650（36番人気）�� 1585（37番人気）�� 4286（21番人気）
3連複票数 計 663891 的中 ��� 997（122番人気）
3連単票数 計1068966 的中 ��� 204（852番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．9―13．1―13．4―13．7―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．3―46．2―59．3―1：12．7―1：26．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F54．0―3F40．9
3 ・（4，7）－（2，6，12）（11，8）3－13（1，15）（5，14）（9，16）－10 4 ・（4，7）－（2，12）8（11，13）（3，6）（1，15）（5，14）（9，16）－10

勝馬の
紹 介

オ リ ア ー ナ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2013．1．20 中山5着

2010．3．5生 牝3青鹿 母 シックファイター 母母 インヴァイト 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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ケンブリッジアトナ号・デルマベラ号
（非抽選馬） 2頭 ウインノーヴァ号・フォルテシモ号
※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。

03052 2月9日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（25東京1）第5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

33 ボンバルディエーレ �7芦 60 蓑島 靖典吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 474－ 63：23．5 4．7�
11 ティンバーウルフ 牡6栗 60 江田 勇亮大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 448－ 23：24．03 3．3�
55 ローレルエルヴェル 牡8鹿 60 草野 太郎 �ローレルレーシング 星野 忍 静内 池田牧場 458－ 83：24．31� 10．1�
44 � ピエナセレブ 牡5黒鹿60 西谷 誠本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム 444－14 〃 クビ 8．2�
68 フェバリットアワー 牡6鹿 60 横山 義行�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 530＋143：25．36 6．8	
710 サニーサイレンス 牡4栗 59 高野 和馬宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 466＋ 63：27．1大差 55．8

79 カワキタバルク 牡4青鹿59 鈴木 慶太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 472－ 43：27．52	 112．1�
56 タイキジャガー 牡7鹿 60 小野寺祐太�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500＋123：28．88 78．4�
22 カトルズリップス 牝5黒鹿58 石神 深一山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 490－ 43：31．1大差 4．6
67 シンボリルマン �6鹿 60 大江原 圭シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 486－ 83：34．6大差 99．1�
811 タイセイスナイパー �4鹿 59 平沢 健治田中 成奉氏 武藤 善則 新ひだか 村岡 農夫 458＋ 43：38．4大差 45．9�
812 ア バ デ ィ �6黒鹿 60

57 ▲高嶋 活士加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 434± 0 （競走中止） 12．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 13，327，600円 複勝： 18，516，500円 枠連： 9，239，300円
馬連： 32，868，800円 馬単： 22，761，200円 ワイド： 14，257，600円
3連複： 41，233，500円 3連単： 73，713，700円 計： 225，918，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 140円 � 230円 枠 連（1－3） 770円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 300円 �� 720円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 9，090円

票 数

単勝票数 計 133276 的中 � 22680（3番人気）
複勝票数 計 185165 的中 � 27359（3番人気）� 44257（1番人気）� 17822（6番人気）
枠連票数 計 92393 的中 （1－3） 8970（1番人気）
馬連票数 計 328688 的中 �� 33101（1番人気）
馬単票数 計 227612 的中 �� 10392（3番人気）
ワイド票数 計 142576 的中 �� 12975（1番人気）�� 4549（12番人気）�� 6530（7番人気）
3連複票数 計 412335 的中 ��� 15371（5番人気）
3連単票数 計 737137 的中 ��� 5988（16番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 52．5－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボンバルディエーレ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2008．10．25 東京1着

2006．4．8生 �7芦 母 ブリガドーン 母母 メインスルー 障害：4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔競走中止〕 アバディ号は，1周目8号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ピエナセレブ号の騎手西谷誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



03053 2月9日 晴 良 （25東京1）第5日 第5競走 ��
��1，400�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
1：19．6
1：19．0

良
良

816 ダイワフェーム 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 460＋ 61：23．8 4．8�
47 ヴィラダイヤモンド 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ダイヤモンドファーム 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 468＋ 8 〃 クビ 25．3�
611 ケイアイアラシ 牡3栗 56 蛯名 正義亀田 和弘氏 田村 康仁 浦河 富田牧場 498± 0 〃 ハナ 1．7�
23 オーペドアンジョ 牡3青 56 石橋 脩桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 424＋ 81：24．01� 33．8�
11 ファインユニバース 牡3栗 56 G．ブノワ 井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 472＋ 81：24．1� 9．2�

（仏）

510 シーユーアラウンド 牡3黒鹿56 松岡 正海吉田 勝己氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 クビ 17．8	
48 デルマアマノジャク 牝3芦 54 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 430－181：24．31� 40．2

35 アンジェラスベル 牝3鹿 54 津村 明秀田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 460＋ 41：24．51� 10．5�
815 ルナーリンガス 牝3鹿 54 田辺 裕信伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田牧場 468－ 41：24．6	 178．9�
612 グラマラスグロウ 牝3鹿 54 木幡 初広首藤 徳氏 蛯名 利弘 新ひだか グランド牧場 456＋16 〃 クビ 69．6
12 トーセンボンバー 牡3黒鹿 56

53 ▲山崎 亮誠島川 �哉氏 柴崎 勇 新冠 村上 欽哉 520＋241：24．7クビ 399．7�
36 ラブインザミスト 牝3黒鹿54 武士沢友治宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 500＋24 〃 クビ 298．7�
24 ガロファニーノ 牝3黒鹿54 吉田 隼人髙樽さゆり氏 松永 康利 浦河 斉藤英牧場 408± 01：24．8クビ 92．6�
714 イケハートジョイ 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか 泊 寿幸 430± 0 〃 ハナ 215．3�
59 エイコオムーン 牝3鹿 54 横山 典弘木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 420＋ 4 〃 クビ 37．2�
713 アンプレデクタブル 牝3栗 54 柴田 善臣 H.J．スウィーニィ氏 大和田 成 新冠 パカパカ

ファーム 430＋ 41：24．9� 79．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，591，500円 複勝： 65，691，700円 枠連： 15，341，000円
馬連： 58，922，400円 馬単： 44，448，100円 ワイド： 26，814，700円
3連複： 70，482，000円 3連単： 127，470，900円 計： 436，762，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 290円 � 110円 枠 連（4－8） 3，290円

馬 連 �� 4，890円 馬 単 �� 8，180円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 200円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 20，980円

票 数

単勝票数 計 275915 的中 � 45435（2番人気）
複勝票数 計 656917 的中 � 64837（2番人気）� 24737（5番人気）� 399878（1番人気）
枠連票数 計 153410 的中 （4－8） 3449（11番人気）
馬連票数 計 589224 的中 �� 8907（14番人気）
馬単票数 計 444481 的中 �� 4011（23番人気）
ワイド票数 計 268147 的中 �� 5185（12番人気）�� 41142（1番人気）�� 15284（4番人気）
3連複票数 計 704820 的中 ��� 30478（4番人気）
3連単票数 計1274709 的中 ��� 4486（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．2―49．0―1：00．6―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワフェーム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．8．4 新潟4着

2010．4．13生 牡3黒鹿 母 ダイワパッション 母母 サンルージュ 4戦1勝 賞金 8，100，000円
〔騎手変更〕 トーセンボンバー号の騎手高嶋活士は，第4競走での落馬負傷のため山崎亮誠に変更。
〔制裁〕 アンジェラスベル号の騎手津村明秀は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）

エイコオムーン号の騎手横山典弘は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）
※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 トキノロブロイ号・トミケングレンサ号
※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。

03054 2月9日 晴 良 （25東京1）第5日 第6競走 ��
��1，600�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
1：34．4
1：33．3

重
良

815� ベストウォーリア 牡3栗 56 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 504－ 21：38．3 4．8�

816 ガイヤースヴェルト 牡3黒鹿56 W．ビュイック �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 ハナ 2．3�
（英）

714 ショウナンアズサ 牝3鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 490－ 41：38．51� 12．0�
59 インカンテーション 牡3鹿 56 石橋 脩�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 468－121：38．71	 50．8�
23 ランブリングマン 牡3鹿 56 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 522＋ 21：38．91	 5．8�
24 グリューネヴォッヘ 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 462－12 〃 ハナ 41．4	
12 セブンフォース 牡3栗 56 三浦 皇成前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 530－10 〃 ハナ 14．6

48 モリトリュウコ 牡3鹿 56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 472－ 61：39．0クビ 12．6�
510 プロモントーリオ 牡3鹿 56 G．ブノワ 水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 496－10 〃 ハナ 138．5�

（仏）

36 ギンザブルースター 牡3芦 56 吉田 豊有馬 博文氏 池上 昌弘 浦河 丸村村下
ファーム 446＋ 41：39．21 11．2

713 ゲマインシャフト 牡3鹿 56 松岡 正海丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 490＋121：39．73 49．1�
612� ヤンキーソヴリン 牡3黒鹿56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. 484± 01：39．8� 34．6�
35 コスモアリュール 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか ウエスタンファーム 456－ 21：40．22� 177．9�
611 サングブルー 牡3芦 56 柴田 善臣吉田 和美氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 454＋101：40．4
 281．8�
47 フクノカシオペア 牝3栗 54 的場 勇人福島 実氏 小島 茂之 浦河 バンブー牧場 476± 01：40．82� 365．1�
11 ディアルーモ 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次ディアレスト 池上 昌弘 新ひだか 大典牧場 472－ 61：44．3大差 146．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，795，400円 複勝： 55，805，100円 枠連： 23，054，000円
馬連： 73，177，100円 馬単： 45，675，700円 ワイド： 33，359，800円
3連複： 88，930，700円 3連単： 149，500，100円 計： 504，297，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 130円 � 230円 枠 連（8－8） 580円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 270円 �� 550円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 6，490円

票 数

単勝票数 計 347954 的中 � 58317（2番人気）
複勝票数 計 558051 的中 � 99743（2番人気）� 136767（1番人気）� 49413（4番人気）
枠連票数 計 230540 的中 （8－8） 29352（3番人気）
馬連票数 計 731771 的中 �� 86749（1番人気）
馬単票数 計 456757 的中 �� 23009（3番人気）
ワイド票数 計 333598 的中 �� 34418（1番人気）�� 13883（5番人気）�� 16703（3番人気）
3連複票数 計 889307 的中 ��� 46305（2番人気）
3連単票数 計1495001 的中 ��� 17006（4番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．0―12．6―12．8―12．7―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．6―48．2―1：01．0―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4F50．1―3F37．3
3 1，11，14（9，10）15（2，5，16）（7，13）8（6，12）4－3 4 ・（1，11）14（9，10，15）2（5，16）（8，13）7（6，4，12）3

勝馬の
紹 介

�ベストウォーリア �
�
父 Majestic Warrior �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2012．11．10 京都1着

2010．3．7生 牡3栗 母 Flirtatious Miss 母母 Seductive Smile 4戦2勝 賞金 17，504，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアルーモ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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。



03055 2月9日 晴 良 （25東京1）第5日 第7競走 ��1，300�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
1：16．4
1：16．4

重
重

713 ドリームジェダイ 牡4栗 57 三浦 皇成セゾンレースホース� 阿部 新生 新ひだか 片岡 博 474－ 81：18．5 9．5�
11 ジツリキフォーティ 牡4黒鹿57 北村 宏司河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 496－101：18．6� 3．8�
36 デプロマトウショウ 牝4鹿 55 蛯名 正義トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452＋ 21：18．92 13．2�
612 デイブレイク 牡5鹿 57 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム B490－ 21：19．0� 45．9�
12 ジ ャ イ ア ン 牡5鹿 57 石橋 脩�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 492± 01：19．21� 4．6	
510 ラ シ ー ク 牝4鹿 55 武士沢友治�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 484± 01：19．3クビ 220．3

47 � ロクイチスマイル 牝4芦 55 村田 一誠栗本 博晴氏 奥平 雅士 新冠 川上 悦夫 488－ 41：19．61� 37．5�
816 ミヤビリファイン 牡4青鹿57 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 506＋ 4 〃 アタマ 7．5�
24 ザストロンシチー 牡5鹿 57 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 498＋241：19．7� 7．6
611 フェアリーライン 牝4鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム 536－ 81：20．12� 7．7�
815 プリティーマッハ 牡5芦 57 吉田 隼人越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 466± 0 〃 クビ 36．9�
35 メイショウゴウヒメ 牝5黒鹿 55

53 △嶋田 純次松本 好�氏 小島 太 浦河 太陽牧場 466＋ 81：20．73� 347．1�
48 ト ル サ ー ド 牝4栗 55 田中 勝春有限会社シルク武市 康男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468－ 61：20．8� 86．4�
23 スピードルーラー 牡4鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 504－101：21．11� 28．7�
59 ミラクルピッチ 牝4黒鹿55 柴田 善臣松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 458－ 41：21．2� 15．5�
714 ハヤブサソング 牝4鹿 55 G．ブノワ 武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 496＋161：23．4大差 120．5�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，542，200円 複勝： 52，352，300円 枠連： 23，251，400円
馬連： 75，232，900円 馬単： 41，011，800円 ワイド： 34，012，900円
3連複： 91，478，100円 3連単： 136，868，300円 計： 482，749，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 300円 � 170円 � 380円 枠 連（1－7） 1，100円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 970円 �� 2，180円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 10，590円 3 連 単 ��� 67，390円

票 数

単勝票数 計 285422 的中 � 23799（6番人気）
複勝票数 計 523523 的中 � 43090（6番人気）� 103304（1番人気）� 31530（7番人気）
枠連票数 計 232514 的中 （1－7） 15693（5番人気）
馬連票数 計 752329 的中 �� 25303（8番人気）
馬単票数 計 410118 的中 �� 5432（21番人気）
ワイド票数 計 340129 的中 �� 8825（10番人気）�� 3759（27番人気）�� 6695（16番人気）
3連複票数 計 914781 的中 ��� 6376（38番人気）
3連単票数 計1368683 的中 ��� 1499（230番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．0―29．3―41．3―53．5―1：05．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームジェダイ �
�
父 サムライハート �

�
母父 Wild Again デビュー 2011．7．16 新潟3着

2009．3．16生 牡4栗 母 ジュリエトウショウ 母母 Tis Juliet 6戦2勝 賞金 17，930，000円
〔騎手変更〕 メイショウゴウヒメ号の騎手高嶋活士は，第4競走での落馬負傷のため嶋田純次に変更。
〔制裁〕 ラシーク号の騎手武士沢友治は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハヤブサソング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エリザベートアスク号・ファンデルワールス号
※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。

03056 2月9日 晴 良 （25東京1）第5日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （芝・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
1：44．2
1：44．1

良
良

714 ウィケットキーパー 牝4鹿 54 蛯名 正義吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 440＋141：47．2 3．8�
24 ア ロ ヒ ラ ニ 牡4黒鹿56 W．ビュイック �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 454＋16 〃 ハナ 9．3�

（英）

815 トモロマイスター 牡6黒鹿57 田中 勝春戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 454＋ 21：47．62� 9．2�
48 モ ビ ー ル 牡5鹿 57 松岡 正海吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 ハナ 3．6�
713 マイネルコランダム 牡4青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 2 〃 クビ 51．3	
611 バンスタンウォルツ 	5鹿 57 石橋 脩山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476＋ 21：47．7クビ 6．7

59 
 ナスノシベリウス 牝4芦 54 内田 博幸�須野牧場 和田 正道 米

B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

500－ 6 〃 クビ 7．3�
510 アンレヴマン 牡4鹿 56 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 518＋101：47．8� 16．8
12 アルフェロア 牡4青鹿56 福永 祐一吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 490－ 41：48．01� 18．6�
36 アラマサコマンダー 牝5鹿 55 江田 照男�アラキファーム 阿部 新生 新冠 アラキフアーム 430± 01：48．1� 100．3�
612 タキオンカフェ 牡5黒鹿57 村田 一誠西川 恭子氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 41：48．2� 350．8�
11  トーセンサイレンス 牡5黒鹿57 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B460± 01：48．3クビ 130．1�
816 フ リ ー マ ン 牡4鹿 56 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 丸幸小林牧場 502－ 6 〃 クビ 50．6�
23  トーセンノーブル 牝5鹿 55 田辺 裕信島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 514＋401：48．4クビ 99．1�
47 クリールタイラント 牡5黒鹿 57

55 △嶋田 純次横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 474＋141：49．03� 257．9�
35 ハヤブサフィーバー 牡4栗 56 横山 典弘武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488± 01：49．63� 43．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，908，600円 複勝： 47，373，500円 枠連： 19，452，600円
馬連： 79，505，900円 馬単： 43，949，100円 ワイド： 31，808，300円
3連複： 82，641，800円 3連単： 140，450，100円 計： 473，089，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 300円 � 250円 枠 連（2－7） 2，160円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 820円 �� 610円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 31，230円

票 数

単勝票数 計 279086 的中 � 58674（2番人気）
複勝票数 計 473735 的中 � 79506（2番人気）� 38055（6番人気）� 48733（3番人気）
枠連票数 計 194526 的中 （2－7） 6677（11番人気）
馬連票数 計 795059 的中 �� 28929（8番人気）
馬単票数 計 439491 的中 �� 8259（15番人気）
ワイド票数 計 318083 的中 �� 9602（9番人気）�� 13333（5番人気）�� 4989（20番人気）
3連複票数 計 826418 的中 ��� 9312（25番人気）
3連単票数 計1404501 的中 ��� 3319（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―35．6―47．6―1：00．3―1：12．9―1：24．3―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

ウィケットキーパー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Smart Strike デビュー 2011．10．8 東京6着

2009．3．3生 牝4鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar 10戦2勝 賞金 20，520，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 バンスタンウォルツ号の騎手G．ブノワは，負傷のため石橋脩に変更。
〔制裁〕 トモロマイスター号の騎手田中勝春は，決勝線手前での御法について戒告。
※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。



03057 2月9日 晴 良 （25東京1）第5日 第9競走 ��
��1，400�

りっしゅん

立 春 賞
発走14時35分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，24．2．11以降25．2．3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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：19．6
1：19．0

良
良

814 ジョーオリオン 牡4栗 55 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 476－ 41：20．8 7．7�
33 � デ ン フ ァ レ 牝6栗 52 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 486－ 21：21．22� 41．3�
34 ザッハトルテ 牝6芦 53 浜中 俊永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 438＋ 6 〃 アタマ 4．4�
58 チャーチクワイア 牝4栗 53 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 462＋121：21．3クビ 10．1�
11 オークヴィル 牝5鹿 52 柴田 善臣下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 500－12 〃 クビ 15．6	
813 クラックシード 牝6黒鹿54 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 21：21．4クビ 14．4

22 サイレントソニック 牝5黒鹿55 吉田 隼人細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 456± 0 〃 クビ 4．1�
610 カピオラニパレス 牡5芦 55 田辺 裕信横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 510－141：21．71	 9．4�
712 ロ ジ ハ ー ツ 牡5鹿 54 田中 勝春久米田正明氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 502＋10 〃 同着 15．0
711 プレノタート 牝4鹿 53 蛯名 正義有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 440－101：21．91
 17．7�
46 レッドクロス 牡6栗 54 石橋 脩 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 472＋12 〃 ハナ 32．0�
57 メイブリーズ 牝4芦 52 津村 明秀千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋101：22．11
 34．7�
45 シャドウエミネンス 牡5栗 55 福永 祐一飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 464－ 61：22．2� 14．1�
69 シルクブルックリン 牡4黒鹿55 W．ビュイック 有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 564＋ 2 〃 クビ 25．5�

（英）

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，303，000円 複勝： 67，031，700円 枠連： 31，069，900円
馬連： 123，267，500円 馬単： 69，122，600円 ワイド： 49，049，300円
3連複： 153，234，900円 3連単： 253，337，700円 計： 782，416，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 270円 � 830円 � 190円 枠 連（3－8） 1，100円

馬 連 �� 15，490円 馬 単 �� 29，510円

ワ イ ド �� 4，750円 �� 700円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 24，800円 3 連 単 ��� 173，920円

票 数

単勝票数 計 363030 的中 � 37511（3番人気）
複勝票数 計 670317 的中 � 67390（4番人気）� 16989（14番人気）� 111856（2番人気）
枠連票数 計 310699 的中 （3－8） 20990（3番人気）
馬連票数 計1232675 的中 �� 5874（59番人気）
馬単票数 計 691226 的中 �� 1729（112番人気）
ワイド票数 計 490493 的中 �� 2456（59番人気）�� 18435（3番人気）�� 3369（49番人気）
3連複票数 計1532349 的中 ��� 4560（94番人気）
3連単票数 計2533377 的中 ��� 1075（643番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．0―11．2―11．0―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―34．4―45．6―56．6―1：08．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．2
3 14＝（3，9）（8，12）2（4，5）（1，7）10，11，13，6 4 14＝（9，12）3，8（2，5）4，7，1（11，10）13，6

勝馬の
紹 介

ジョーオリオン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2011．11．12 東京1着

2009．3．14生 牡4栗 母 フミノアンタレス 母母 ザ カ リ フ 12戦3勝 賞金 39，574，000円
〔騎手変更〕 レッドクロス号の騎手G．ブノワは，負傷のため石橋脩に変更。
※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。

03058 2月9日 晴 良 （25東京1）第5日 第10競走 ��
��1，400�

ぎんてい

銀蹄ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

612 スノードラゴン 牡5芦 57 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 504± 01：23．9 2．6�
23 エーシンビートロン 牡7黒鹿57 内田 博幸�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 488－ 81：24．11� 4．2�
815 トキノエクセレント 牡5黒鹿57 福永 祐一田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 476＋ 8 〃 ハナ 5．3�
714 エチゴイチエ 牡5鹿 57 横山 典弘齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 482＋ 21：24．41	 9．1�
24 ホクセツキングオー 牡6鹿 57 浜中 俊平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 508± 01：24．61 12．7�
48 ダンシングマオ 牝6鹿 55 北村 宏司森口	一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 470± 01：24．7� 34．5

47 オリオンザポラリス 牡6黒鹿57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 474＋ 4 〃 クビ 16．1�
36 
 アイアムルビー 牝6栗 55 松岡 正海堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau

Farm Inc. 448－121：25．33� 24．5�
35 レッドヴァンクール 牡7鹿 57 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 530＋ 41：25．72� 65．4
11 グローリールピナス 牝7栃栗55 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 486＋ 61：25．8	 330．3�
59 ハンマープライス 牡7栗 57 木幡 初広 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 494－ 21：25．9クビ 258．1�
12 � モエレジュンキン 牡6鹿 57 柴田 善臣鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 476＋101：26．11� 115．4�
816 メトロノース 牡7芦 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 黒岩 陽一 早来 ノーザンファーム 488－ 6 〃 ハナ 320．7�
611 ノボレインボー 牝7芦 55 田中 勝春�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 522＋ 41：26．52� 166．6�
713 オースミレジスタ 牡6青鹿57 W．ビュイック �オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 550± 01：31．0大差 26．9�

（英）

510
 シゲルソウサイ 牡5鹿 57 石橋 脩森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-
vestments 500－ 61：32．38 20．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，308，200円 複勝： 88，770，400円 枠連： 38，440，400円
馬連： 162，442，100円 馬単： 86，354，900円 ワイド： 59，628，200円
3連複： 193，891，200円 3連単： 335，802，400円 計： 1，011，637，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（2－6） 340円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 180円 �� 250円 �� 420円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 2，730円

票 数

単勝票数 計 463082 的中 � 140854（1番人気）
複勝票数 計 887704 的中 � 289411（1番人気）� 151827（2番人気）� 118338（3番人気）
枠連票数 計 384404 的中 （2－6） 83442（1番人気）
馬連票数 計1624421 的中 �� 269601（1番人気）
馬単票数 計 863549 的中 �� 78314（1番人気）
ワイド票数 計 596282 的中 �� 95799（1番人気）�� 59253（2番人気）�� 30065（3番人気）
3連複票数 計1938912 的中 ��� 212302（1番人気）
3連単票数 計3358024 的中 ��� 91002（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．9―12．0―12．0―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―35．9―47．9―59．9―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．0
3 ・（4，3）10（14，6，13）（8，15）（2，7，12）（9，16）（1，5）11 4 4，3（14，10）（7，6）（2，8，13）（5，12，15）（1，9，16）11

勝馬の
紹 介

スノードラゴン �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2010．8．28 新潟2着

2008．4．6生 牡5芦 母 マイネカプリース 母母 ダイナカプリ 21戦5勝 賞金 102，504，000円
〔騎手変更〕 エチゴイチエ号の騎手G．ブノワは，負傷のため横山典弘に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オースミレジスタ号・シゲルソウサイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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。



03059 2月9日 晴 良 （25東京1）第5日 第11競走 ��
��1，600�第48回デイリー杯クイーンカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

デイリースポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 34，000，000円 14，000，000円 6，800，000
6，800，000

円
円 3，400，000円

付 加 賞 539，000円 154，000円 39，000
39，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

815 ウキヨノカゼ 牝3黒鹿54 W．ビュイック 國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 484－ 81：34．6 8．3�
（英）

34 スイートサルサ 牝3栗 54 田辺 裕信シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 464－10 〃 クビ 5．7�
22 イリュミナンス 牝3鹿 54 福永 祐一中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 472－121：34．7クビ 3．5�
712 ジーニマジック 牝3鹿 54 三浦 皇成田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 466－ 8 〃 同着 37．5�
58 トロワボヌール 牝3鹿 54 柴田 善臣村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 456± 01：35．12	 28．6�
59 スマートルピナス 牝3鹿 54 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 436－ 4 〃 クビ 241．9�
46 タ プ ロ ー ム 牝3鹿 54 嘉藤 貴行	ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 482± 0 〃 アタマ 140．5

814 オーキッドレイ 牝3鹿 54 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 442－ 61：35．2クビ 13．7�
35 コレクターアイテム 牝3黒鹿55 浜中 俊�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 468－ 6 〃 クビ 2．3
23 ブリリアントアスク 牝3鹿 54 吉田 隼人廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 428－ 8 〃 ハナ 259．0�
713 ジョアンシーピン 牝3黒鹿54 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 岡田牧場 446－ 61：35．3クビ 227．0�
11 サトノフェアリー 牝3鹿 54 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 436－ 81：35．51 26．3�
47 アンルーリー 牝3鹿 54 蛯名 正義ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 468± 01：35．81
 81．8�
611 ミラクルラヴィ 牝3栗 54 横山 典弘藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 468± 01：35．9
 37．5�
610� ケンブリッジナイス 牝3栗 54 今野 忠成中西 宏彰氏 新井 清重 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 462＋ 11：37．7大差 252．9�
（船橋） （川崎）

（15頭）

売 得 金
単勝： 120，912，400円 複勝： 176，078，900円 枠連： 88，554，700円
馬連： 402，120，700円 馬単： 248，229，500円 ワイド： 139，601，600円
3連複： 518，735，500円 3連単： 1，136，346，500円 計： 2，830，579，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 180円 � 150円 �
�

130円
410円 枠 連（3－8） 450円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 440円 ��
��

370円
1，360円

��
��

250円
1，050円

3 連 複 ���
���

1，260円
7，270円 3 連 単 ���

���
10，370円
41，960円

票 数

単勝票数 計1209124 的中 � 114907（4番人気）
複勝票数 計1760789 的中 �

�
186632
57184

（4番人気）
（8番人気）

� 254227（3番人気）� 363967（2番人気）

枠連票数 計 885547 的中 （3－8） 148489（2番人気）
馬連票数 計4021207 的中 �� 126939（8番人気）
馬単票数 計2482295 的中 �� 33604（20番人気）
ワイド票数 計1396016 的中 ��

��
46958
97633

（7番人気）
（4番人気）

��
��

58702
17678

（6番人気）
（21番人気）

�� 13430（23番人気）

3連複票数 計5187355 的中 ��� 156728（5番人気）��� 25688（39番人気）
3連単票数 計11363465 的中 ��� 40550（59番人気）��� 9968（214番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．0―48．3―1：00．3―1：11．5―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウキヨノカゼ �
�
父 オンファイア �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2012．11．4 東京1着

2010．3．30生 牝3黒鹿 母 アドマイヤダッシュ 母母 シンコウエンジェル 3戦2勝 賞金 55，719，000円
〔騎手変更〕 ジーニマジック号の騎手G．ブノワは，負傷のため三浦皇成に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

03060 2月9日 晴 良 （25東京1）第5日 第12競走 ��
��1，600�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
1：34．4
1：33．3

重
良

12 ガリレオバローズ 牡5黒鹿57 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 532－ 41：37．7 28．0�
713 スズカセクレターボ 牡5栗 57 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 472－ 21：38．01� 3．6�
36 ヤマタケディガー 牡7栗 57 武士沢友治山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 462－ 41：38．32 45．6�
11 コパノウィリアム 牡4鹿 57 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 478－ 2 〃 アタマ 11．6�
815 ブライアンズオーラ 牡4鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 友田牧場 488± 01：38．4クビ 3．8�
24 ミッキーナチュラル 牡4栗 57 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 504＋ 2 〃 ハナ 12．5�
611 ロ ジ テ ー ル 牡4鹿 57 三浦 皇成久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 474－ 21：38．5	 12．2	
48 トルバドゥール 牡5栃栗57 吉田 隼人 
キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：38．6	 20．0�
23 ハリウッドスター 牡6鹿 57 田中 勝春吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 524± 01：38．7� 84．3�
714 ケイアイアポロン 牡5鹿 57 内田 博幸亀田 和弘氏 松山 康久 新ひだか 松田牧場 524± 01：38．8	 4．5
816 ユウターグローバル 牡7青鹿57 江田 照男北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 470－ 41：38．9	 146．3�
47 マスターソムリエ 牡6鹿 57 田辺 裕信 
社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 512＋ 21：39．11
 24．8�
612 ローレルレガリス 牡7鹿 57 今野 忠成 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 466－ 61：39．52	 41．2�

（川崎）

510 ラ パ ヌ イ 牝5鹿 55 浜中 俊青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B486－ 61：40．03 18．0�
59 � カズサハイウェイ 牡8青鹿 57

55 △嶋田 純次阿津 昌弘氏 和田正一郎 静内 佐竹 学 470＋ 2 （競走中止） 468．4�
（15頭）

35 ゴールドゼウス 牡4黒鹿57 柴田 善臣スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 52，485，000円 複勝： 82，872，800円 枠連： 46，445，200円
馬連： 165，655，600円 馬単： 83，999，200円 ワイド： 64，265，600円
3連複： 194，771，400円 3連単： 348，581，100円 計： 1，039，075，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，800円 複 勝 � 570円 � 180円 � 750円 枠 連（1－7） 910円

馬 連 �� 5，010円 馬 単 �� 12，720円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 7，550円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 38，590円 3 連 単 ��� 250，740円

票 数

単勝票数 差引計 524850（返還計 3350） 的中 � 14816（10番人気）
複勝票数 差引計 828728（返還計 4691） 的中 � 33587（10番人気）� 155708（1番人気）� 24688（11番人気）
枠連票数 差引計 464452（返還計 201） 的中 （1－7） 37673（3番人気）
馬連票数 差引計1656556（返還計 30436） 的中 �� 24425（19番人気）
馬単票数 差引計 839992（返還計 16262） 的中 �� 4874（49番人気）
ワイド票数 差引計 642656（返還計 12758） 的中 �� 8395（23番人気）�� 2060（67番人気）�� 6743（27番人気）
3連複票数 差引計1947714（返還計 63714） 的中 ��� 3725（113番人気）
3連単票数 差引計3485811（返還計111863） 的中 ��� 1026（665番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．9―36．8―48．7―1：01．3―1：14．0―1：25．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．4
3 10，7，15－（2，11）－8（1，12）16（4，13）14，3－9，6 4 10，7，15（2，11）（8，12）（1，13）（4，16，14）3－6－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ガリレオバローズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Glitterman デビュー 2010．11．28 東京2着

2008．4．3生 牡5黒鹿 母 グリッターズ 母母 Bon Adeau 21戦3勝 賞金 32，641，000円
〔出走取消〕 ゴールドゼウス号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ゴールドゼウス号の騎手G．ブノワは，負傷のため柴田善臣に変更。
〔競走中止〕 カズサハイウェイ号は，競走中に疾病〔右第3中手骨複骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 クールヴェント号・サンリットレイク号・ホウショウアビル号・ローレルカンタータ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（25東京1）第5日 2月9日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 184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

238，760，000円
5，920，000円
1，811，000円
21，660，000円
67，397，500円
5，617，400円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
452，259，500円
766，337，800円
339，046，300円
1，315，940，700円
786，150，900円
522，155，200円
1，623，169，200円
3，003，716，700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 8，808，776，300円

総入場人員 23，332名 （有料入場人員 22，250名）
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