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03013 2月2日 曇 良 （26東京1）第2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

59 リアルモード 牡3鹿 56
53 ▲長岡 禎仁寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 458± 01：20．2 15．3�

22 � トルセドール 牡3鹿 56 田中 勝春窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. 468＋ 41：20．52 4．4�

610 ベニノラッキーマン 牡3芦 56 三浦 皇成�紅谷 金成 貴史 新冠 川上 悦夫 478－ 21：20．82 2．2�
58 サ マ ー ラ ヴ 牡3黒鹿56 江田 照男�Basic 田村 康仁 新ひだか カタオカフアーム 456± 01：21．11� 41．2�
35 ファイアボール 牡3鹿 56 戸崎 圭太�Basic 畠山 吉宏 浦河 酒井牧場 498± 0 〃 ハナ 6．3�
815 ワイルドジーク 牡3栗 56 北村 宏司 Him Rock Racing 古賀 慎明 新冠 ハクツ牧場 450＋ 21：21．31	 13．1	
23 スパーキードリーム 牡3栗 56 丸田 恭介栗山 良子氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 500＋121：21．51
 19．2

34 ヴィーグジャンプ 牡3栗 56 池添 謙一栗山 良子氏 土田 稔 日高 新井 昭二 444＋ 81：21．71	 233．9�
712 モ ー ク ン 牡3芦 56 坂井 英光 �荻伏服部牧場 天間 昭一 浦河 チェスナット

ファーム 440－ 4 〃 アタマ 107．0
（大井）

611 シゲルシモウサ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B460－ 21：22．02 34．7�
713 プ ロ ト コ ル 牡3栗 56 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 534 ―1：22．31� 330．0�
46 ペリーホワイト 牡3芦 56 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 476＋ 21：22．4クビ 8．7�
11 マイネルスコープ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 41：22．5	 80．1�
47 レッドローズキング 牡3栗 56 柴山 雄一小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 稲葉牧場 464± 0 （競走中止） 527．8�
814 ラインシャドー 牡3黒鹿56 丸山 元気大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 飛野牧場 496－10 （競走中止） 69．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，930，500円 複勝： 57，551，700円 枠連： 16，249，700円
馬連： 68，428，100円 馬単： 43，178，500円 ワイド： 35，728，600円
3連複： 92，789，500円 3連単： 148，747，100円 計： 490，603，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 290円 � 140円 � 120円 枠 連（2－5） 1，980円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 7，300円

ワ イ ド �� 860円 �� 630円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 24，320円

票 数

単勝票数 計 279305 的中 � 14473（6番人気）
複勝票数 計 575517 的中 � 33480（6番人気）� 112491（2番人気）� 177923（1番人気）
枠連票数 計 162497 的中 （2－5） 6063（9番人気）
馬連票数 計 684281 的中 �� 17382（10番人気）
馬単票数 計 431785 的中 �� 4369（26番人気）
ワイド票数 計 357286 的中 �� 9266（11番人気）�� 13023（7番人気）�� 42164（1番人気）
3連複票数 計 927895 的中 ��� 29653（6番人気）
3連単票数 計1487471 的中 ��� 4515（73番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―12．0―12．5―12．6―12．2―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．1―30．1―42．6―55．2―1：07．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアルモード �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．6．30 福島7着

2011．3．26生 牡3鹿 母 シャペロンルージュ 母母 プリンセスマリー 6戦1勝 賞金 5，750，000円
〔競走中止〕 レッドローズキング号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ラインシャドー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※出走取消馬 ゼンノヒストリエ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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 オニノシタブル号・ジュングラルプス号・スパゲッティー号・テツヤクン号・ハッツオフ号・バトルクルーク号・

ブラックシェンロン号
※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。

03014 2月2日 曇 良 （26東京1）第2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

612 プレジールシチー 牡3黒鹿56 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 488 ―1：27．4 3．1�
713 アルファアリエス 牡3鹿 56 丸山 元気�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 458 ―1：27．61 25．1�
12 スプラッシュアゲン 牡3鹿 56 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 明仁 480 ―1：27．81� 24．4�
23 エーブサムライ 牡3鹿 56 吉田 豊 �レーシングホース

ジャパン 高橋 文雅 浦河 大北牧場 430 ―1：28．01� 52．1�
24 サンレイデジタル 牡3黒鹿56 難波 剛健永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 504 ―1：28．53 23．7�
59 テ ン テ マ リ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 430 ―1：28．92� 25．5	
36 ビジンノカガミ 牝3黒鹿54 西田雄一郎ベニバナ組合 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 426 ―1：29．75 156．1

611 サーストンコラルド 牡3鹿 56 田辺 裕信齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 456 ―1：29．91� 2．5�
11 キネオパピヨン 牝3栗 54 国分 恭介吉田 千津氏 清水 久詞 洞	湖 レイクヴィラファーム 520 ―1：30．11� 12．3�
510 ルリジューズ 牝3黒鹿54 北村 宏司伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン

牧場 436 ―1：30．2� 18．4
815 サキノローラローラ 牝3鹿 54 西村 太一榊原 富夫氏 杉浦 宏昭 新ひだか 信田牧場 424 ―1：30．62� 440．0�
35 ニシノラヴリー 牝3栗 54 池添 謙一西山 茂行氏 上原 博之 新冠 川上牧場 440 ―1：30．7� 137．5�
47 ニ シ ノ サ ヤ 牝3鹿 54 津村 明秀西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 川上牧場 448 ―1：30．8� 17．8�
816 ジ ャ リ ス コ 牡3鹿 56 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 松永 幹夫 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510 ―1：31．22� 8．6�
48 ジーズドリームス 牝3黒鹿54 北村 友一市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 408 ―1：31．62� 55．7�
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714 ブロンズテーラー 牝3青鹿54 大野 拓弥中西 浩一氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，242，600円 複勝： 39，952，200円 枠連： 21，787，500円
馬連： 53，921，100円 馬単： 37，027，900円 ワイド： 27，379，500円
3連複： 73，224，700円 3連単： 111，980，400円 計： 391，515，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 180円 � 600円 � 560円 枠 連（6－7） 1，550円

馬 連 �� 4，060円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，150円 �� 4，740円

3 連 複 ��� 22，170円 3 連 単 ��� 81，270円

票 数

単勝票数 計 262426 的中 � 67742（2番人気）
複勝票数 計 399522 的中 � 78551（2番人気）� 15074（10番人気）� 16230（8番人気）
枠連票数 計 217875 的中 （6－7） 10425（7番人気）
馬連票数 計 539211 的中 �� 9818（17番人気）
馬単票数 計 370279 的中 �� 5144（20番人気）
ワイド票数 計 273795 的中 �� 4768（16番人気）�� 6025（12番人気）�� 1381（46番人気）
3連複票数 計 732247 的中 ��� 2438（72番人気）
3連単票数 計1119804 的中 ��� 1017（221番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．5―49．3―1：02．0―1：14．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレジールシチー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2011．5．13生 牡3黒鹿 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 ブロンズテーラー号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 エーブサムライ号の騎手柴山雄一は，第1競走での落馬による検査のため吉田豊に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の53頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）53頭 イミラカチャ号・エクセレントミノル号・カガフローライト号・カリビアンロマンス号・キープレイヤー号・

クアトロマエストロ号・クインズジャーニー号・クィーンオブロー号・グリーナウェイ号・コイフブキ号・
コウエイテンペスタ号・コンフォータブル号・コートリーラッシュ号・サンタンドレ号・ジギースンナー号・
ジュガンティーヤ号・スイフトフォンテン号・スズトラッド号・タイセイフラッシュ号・タカラフローリック号・
デアフェイム号・デルマアクビチャン号・デルマジャイアン号・デンコウビリオネア号・トウカイセンス号・
トミケンカリエンテ号・トーアコナユキ号・トーセンスティング号・ノルウェーノモリ号・ハイデッカー号・
バトルポデリオ号・ハードマティーニ号・フェイトアゲン号・フジケンシン号・ブライティアスワン号・
プラネットマジック号・プロセキューション号・ペイグラブル号・マイネバレンシア号・マッチレスヒーロー号・
ママアルパ号・マルターズオリゾン号・メイショウアガサ号・メイショウエクサ号・メイショウネブタ号・
メイジン号・メジャーシップ号・モンサンアルビレオ号・モンシェル号・ライトサーパス号・ラフィンテール号・
ワイルドデショ号・ワードオブコマンド号

第１回 東京競馬 第２日



03015 2月2日 曇 良 （26東京1）第2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

12 デルマキャッツアイ 牝3黒鹿54 江田 照男浅沼 廣幸氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 488＋ 61：41．2 6．3�
23 パナシュドール 牝3鹿 54 田辺 裕信落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 434± 0 〃 クビ 2．0�
816 ノースファイヤー 牝3青鹿54 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 494－ 41：41．41� 6．9�
815 ディープリアン 牝3鹿 54 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 460－ 81：41．5� 47．5�
35 スローライフ 牝3栗 54 G．ブノワ 村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 498＋121：41．71� 11．0�

（仏）

11 キービスケット 牝3黒鹿54 吉田 豊北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 476－ 6 〃 クビ 24．4�
59 ミライヘノマイ 牝3栗 54 北村 宏司三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 476－101：41．8� 48．8	
612 シャイニーパティオ 牝3鹿 54 戸崎 圭太小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 412± 01：42．11� 16．1

36 スエヒロフィオーレ 牝3鹿 54 蛯名 正義�みどり住宅 金成 貴史 浦河 三枝牧場 450－ 41：42．41� 76．8�
611 ラマルティーヌ 牝3鹿 54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490± 01：42．5� 9．2
714 ヤサカメジェール 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行志邑 宣彦氏 根本 康広 日高 高柳 隆男 494－101：42．6� 672．5�
47 トーセンパピー 牝3黒鹿54 内田 博幸島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 448－ 61：42．81� 28．3�
48 ハイノリッジ 牝3鹿 54 宮崎 北斗西森 鶴氏 高橋 義博 浦河 �川 啓一 436－ 81：43．54 54．8�
24 パ ル メ ッ ト 牝3鹿 54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B460－ 41：44．03 254．5�
713 パープルシャドウ 牝3鹿 54 横山 典弘飯塚 知一氏 尾関 知人 浦河 木戸口牧場 498－101：44．1� 26．0�
510 タケデンカジュアル 牝3黒鹿54 大庭 和弥武市 弘氏 嶋田 潤 新冠 新冠橋本牧場 442－201：46．1大差 400．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，648，000円 複勝： 62，211，000円 枠連： 23，283，900円
馬連： 77，507，300円 馬単： 53，104，500円 ワイド： 41，194，200円
3連複： 111，951，300円 3連単： 176，564，200円 計： 580，464，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 210円 � 120円 � 170円 枠 連（1－2） 590円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 380円 �� 570円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 8，210円

票 数

単勝票数 計 346480 的中 � 43858（2番人気）
複勝票数 計 622110 的中 � 59231（4番人気）� 197387（1番人気）� 87469（2番人気）
枠連票数 計 232839 的中 （1－2） 29578（2番人気）
馬連票数 計 775073 的中 �� 70425（3番人気）
馬単票数 計 531045 的中 �� 22330（4番人気）
ワイド票数 計 411942 的中 �� 26988（3番人気）�� 16522（6番人気）�� 38812（1番人気）
3連複票数 計1119513 的中 ��� 64303（1番人気）
3連単票数 計1765642 的中 ��� 15890（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―36．4―49．6―1：03．0―1：15．7―1：28．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマキャッツアイ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2013．10．27 東京6着

2011．3．5生 牝3黒鹿 母 ガールインスタイル 母母 Defining Style 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴェルダンディ号
（非抽選馬） 4頭 カンタベリーラウス号・ナムラヒロイン号・ミレシア号・ユーカリノカゼ号
※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。

03016 2月2日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26東京1）第2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

34 マイネルガヴロシュ 牡7青鹿60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 478－ 23：23．1 2．3�

57 ラッキーバニラ 牡7青鹿60 浜野谷憲尚吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B520＋10 〃 ハナ 11．8�
58 リアルブラック �5青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 506－ 23：24．69 14．8�
33 ヘリオスフィア 牡5黒鹿60 草野 太郎岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 83：24．81� 11．9�
11 ビッグフォンテン 牡6黒鹿60 横山 義行吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 538－ 43：25．43� 231．1�
610 オリオンザアルファ 牡7黒鹿60 鈴木 慶太平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B488＋ 23：26．14 4．0	
814 ディープスノー 牝6鹿 58 江田 勇亮日下部勝德氏 土田 稔 新冠 石郷岡 雅樹 480＋12 〃 クビ 84．9

46 カリスマアキラ 牡5栗 60 金子 光希 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 488－ 63：27．16 28．4�
22 ミヤビファルネーゼ 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐村上 義勝氏 浅野洋一郎 浦河 大成牧場 490＋ 83：27．52� 5．4�
711 ドクタールキア 牝4鹿 57 大江原 圭松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 464＋183：27．71� 136．7
69 	 リネンハウス 牡5栗 60 蓑島 靖典戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 516－123：28．76 288．9�
45 グランマルシェ 牡6鹿 60 山本 康志 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 530＋103：29．12� 14．6�
813 サ ル ゴ ン 牡5鹿 60 高野 和馬�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 498＋ 83：29．52� 193．8�
712 グラスリード �4青鹿59 上野 翔半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 444＋ 2 （競走中止） 189．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，607，200円 複勝： 30，016，500円 枠連： 16，247，300円
馬連： 47，594，900円 馬単： 35，174，600円 ワイド： 22，750，800円
3連複： 69，604，500円 3連単： 121，929，800円 計： 366，925，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 300円 � 300円 枠 連（3－5） 540円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 510円 �� 490円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 11，010円

票 数

単勝票数 計 236072 的中 � 83352（1番人気）
複勝票数 計 300165 的中 � 96355（1番人気）� 20619（5番人気）� 19983（6番人気）
枠連票数 計 162473 的中 （3－5） 22384（2番人気）
馬連票数 計 475949 的中 �� 34035（3番人気）
馬単票数 計 351746 的中 �� 15413（5番人気）
ワイド票数 計 227508 的中 �� 11417（4番人気）�� 11822（3番人気）�� 4573（16番人気）
3連複票数 計 696045 的中 ��� 16445（10番人気）
3連単票数 計1219298 的中 ��� 8175（29番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 52．4－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルガヴロシュ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 タ イ テ エ ム デビュー 2009．8．16 小倉3着

2007．5．9生 牡7青鹿 母 タイガロピーヌ 母母 タ イ シ オ リ 障害：3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔競走中止〕 グラスリード号は，1周目8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アドマイヤバートン号・エーシンヒットマン号・ナムラマンジロウ号



03017 2月2日 曇 良 （26東京1）第2日 第5競走 ��
��1，600�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
1：31．3
1：30．7

良
良

59 ホクラニミサ 牝3黒鹿54 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 434－101：35．3 2．7�
11 サンマルホウセキ 牝3鹿 54 四位 洋文相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 434－ 81：35．4� 14．4�
47 � ダークダイナミック 牡3鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Stratheden

Stud Pty Ltd 500－ 21：35．5� 30．3�
611 フライングスキップ 牝3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 456＋ 41：35．71	 2．6�
23 マイネルシェルト 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 2 〃 アタマ 20．0	
713 キネオダンサー 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 480＋22 〃 ハナ 15．4

815 ディールフロー 牡3鹿 56 F．ベリー 有限会社シルク尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋101：35．8
 8．0�
（愛）

48 コスモメリー 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 426＋ 61：35．9
 181．1�
816 タカラジェニファ 牝3鹿 54 北村 友一村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 462＋ 21：36．0クビ 12．1
24 コ ル カ ロ リ 牝3栗 54 大野 拓弥吉田 和美氏 高橋 文雅 新冠 新冠伊藤牧場 406－10 〃 クビ 25．6�
36 ミリオンブライト 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか 西川富岡牧場 506＋101：36．21	 153．1�
714 トーアリズム 牝3鹿 54 蛯名 正義高山ランド� 栗田 博憲 豊浦トーア牧場 468－ 41：36．62� 178．7�
510 ミスキティラビット 牝3青鹿54 江田 照男喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 424＋ 2 〃 アタマ 329．7�
35 ボンジュールショウ 牡3芦 56

55 ☆横山 和生田中善次郎氏 天間 昭一 日高 坂 牧場 444－ 21：36．7クビ 118．7�
612 ソウルブレイブ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �賀張中川牧場 松永 康利 日高 中川 浩典 458－ 21：37．87 300．0�
12 コスモナーダム 牡3栗 56 内田 博幸岡田 繁幸氏 池上 昌弘 新ひだか 出羽牧場 470＋ 4 （競走中止） 88．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，069，900円 複勝： 68，018，800円 枠連： 23，110，500円
馬連： 83，569，300円 馬単： 55，271，700円 ワイド： 43，372，200円
3連複： 117，097，200円 3連単： 199，899，800円 計： 627，409，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 350円 � 580円 枠 連（1－5） 1，610円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，190円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 10，190円 3 連 単 ��� 31，620円

票 数

単勝票数 計 370699 的中 � 109327（2番人気）
複勝票数 計 680188 的中 � 176744（2番人気）� 43136（5番人気）� 23631（8番人気）
枠連票数 計 231105 的中 （1－5） 10626（6番人気）
馬連票数 計 835693 的中 �� 37109（5番人気）
馬単票数 計 552717 的中 �� 17024（6番人気）
ワイド票数 計 433722 的中 �� 14614（7番人気）�� 9042（14番人気）�� 3007（30番人気）
3連複票数 計1170972 的中 ��� 8481（34番人気）
3連単票数 計1998998 的中 ��� 4667（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―34．9―47．2―1：00．0―1：11．9―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．3
3 2（3，16）9（1，14）（4，7，11）8（6，12）（13，10）（5，15） 4 2，16（3，9）（1，14）7，4（8，11）（12，10）6（13，15）5

勝馬の
紹 介

ホクラニミサ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．6．30 福島3着

2011．5．19生 牝3黒鹿 母 エルメスティアラ 母母 シンコウエルメス 4戦1勝 賞金 10，800，000円
〔競走中止〕 コスモナーダム号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔制裁〕 ミリオンブライト号の騎手伴啓太は，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・12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エントラール号・オートクレール号・ヨウザンフウ号
（非抽選馬） 6頭 サトノスティング号・シンボリネルソン号・ダイワジャスト号・マスソングウインド号・マルケットリー号・

メドウヒルズ号
※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。

03018 2月2日 曇 良 （26東京1）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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

55 ロサギガンティア 牡3青 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 528＋ 21：47．9 4．7�
56 オリハルコン 牡3黒鹿56 F．ベリー �G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 518＋ 81：48．11� 6．1�

（愛）

79 マイネルアウラート 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：48．2クビ 55．4�

44 ムードスウィングス 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448－ 41：48．3� 24．1�

68 アドマイヤメテオ 牡3青鹿56 内田 博幸近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 450－ 61：48．61� 1．6	
33 アンジュデュバン 牝3黒鹿54 横山 典弘後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 446＋ 2 〃 クビ 26．8

710 オウケンブラック 牡3鹿 56 松岡 正海福井 明氏 田中 剛 洞	湖 レイクヴィラファーム 470－ 61：48．7クビ 98．8�
22 ミスウインストン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 480－ 41：49．12� 60．6�
67 セレナビアンカ 牝3鹿 54 田中 勝春島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 438－ 2 〃 ハナ 26．5
812 ケンブリッジベスト 牡3黒鹿56 坂井 英光中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 460－ 61：49．63 352．4�
（大井）

811 ケルヴィンサイド 牡3鹿 56 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 528＋101：50．02� 51．8�

11 ディアデルレイ 牡3栗 56 G．ブノワ �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 494－ 41：52．1大差 15．8�
（仏）

（12頭）

売 得 金
単勝： 57，094，200円 複勝： 111，660，300円 枠連： 23，042，700円
馬連： 95，645，300円 馬単： 69，186，200円 ワイド： 51，868，800円
3連複： 119，666，600円 3連単： 265，134，600円 計： 793，298，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 240円 � 1，110円 枠 連（5－5） 1，090円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 390円 �� 2，070円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 9，120円 3 連 単 ��� 37，540円

票 数

単勝票数 計 570942 的中 � 97681（2番人気）
複勝票数 計1116603 的中 � 199474（2番人気）� 126329（3番人気）� 20127（9番人気）
枠連票数 計 230427 的中 （5－5） 15653（3番人気）
馬連票数 計 956453 的中 �� 62004（3番人気）
馬単票数 計 691862 的中 �� 23945（7番人気）
ワイド票数 計 518688 的中 �� 36874（4番人気）�� 5833（21番人気）�� 4442（25番人気）
3連複票数 計1196666 的中 ��� 9689（27番人気）
3連単票数 計2651346 的中 ��� 5213（110番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―35．9―48．4―1：00．8―1：13．2―1：24．7―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．7

3 11（10，12）3（5，7，6）1，8，2，4－9
2
4

・（1，3，10，11）（2，5，7，8）12，6，9－4・（11，10）12（3，5，6）（7，8）1（9，2，4）
勝馬の
紹 介

ロサギガンティア �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Big Shuffle デビュー 2013．7．7 函館4着

2011．4．18生 牡3青 母 ターフローズ 母母 Turfquelle 4戦2勝 賞金 17，214，000円
〔その他〕 ディアデルレイ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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。



03019 2月2日 晴 良 （26東京1）第2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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000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� ビットアレグロ 牡5栗 57 内田 博幸礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム B492＋101：26．4 11．6�

47 ファイブタブレット 牡4栗 57 F．ベリー �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム B496＋ 6 〃 クビ 6．0�
（愛）

510 トミケンプレミオ 牡4鹿 57 戸崎 圭太冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 500＋ 41：26．5クビ 8．0�
611� パトロクロス 牡4栗 57 田辺 裕信村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 464－ 2 〃 アタマ 8．0�
815� シゲルアボカド 牡5鹿 57 北村 宏司森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 土井牧場 492－ 21：26．71� 42．4�
59 ザショットアロー 牡4鹿 57 木幡 初広�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 500＋101：26．8� 75．4	
714 シークレットアーム 牡5鹿 57 大野 拓弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 522± 0 〃 ハナ 5．7

12 ジャングルターザン 牡4鹿 57 蛯名 正義�グリーンテック矢野 英一 新ひだか グランド牧場 B460＋ 41：26．9� 10．3�
24 � ショウナンサッチモ 牡5栗 57 三浦 皇成国本 哲秀氏 上原 博之 日高 森永牧場 500－ 2 〃 クビ 61．9
36 トウショウブーム 牡5鹿 57 横山 典弘トウショウ産業� 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 530± 01：27．0クビ 13．9�
11 キタサンミカヅキ 牡4鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 524＋ 21：27．1� 3．9�
35 ロレーヌクロス 牡4鹿 57 田中 勝春有限会社シルク加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 498＋121：27．2� 33．7�
48 ブライトシチー 牡5青鹿57 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 出羽牧場 504＋161：27．3クビ 84．2�
23 カレイファンタジア 牡4鹿 57 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中村 和夫 502± 0 〃 アタマ 37．5�
713 ベ ラ ベ ラ 牡4栗 57 吉田 豊中村 祐子氏 田中 清隆 日高 サンバマウン

テンファーム 462＋101：27．62 29．5�
816 ハリマヤヨサコイ 牡4鹿 57 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 田渕牧場 B488＋101：28．66 195．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，785，100円 複勝： 75，995，400円 枠連： 29，878，300円
馬連： 102，483，100円 馬単： 56，019，800円 ワイド： 51，356，400円
3連複： 142，972，500円 3連単： 211，807，100円 計： 707，297，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 390円 � 250円 � 220円 枠 連（4－6） 1，960円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 10，970円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，110円 �� 760円

3 連 複 ��� 8，950円 3 連 単 ��� 68，500円

票 数

単勝票数 計 367851 的中 � 25046（7番人気）
複勝票数 計 759954 的中 � 45498（7番人気）� 85142（4番人気）� 103681（3番人気）
枠連票数 計 298783 的中 （4－6） 11281（11番人気）
馬連票数 計1024831 的中 �� 17961（20番人気）
馬単票数 計 560198 的中 �� 3771（51番人気）
ワイド票数 計 513564 的中 �� 8478（21番人気）�� 11367（16番人気）�� 17173（7番人気）
3連複票数 計1429725 的中 ��� 11798（31番人気）
3連単票数 計2118071 的中 ��� 2282（233番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．5―36．4―49．0―1：01．6―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ビットアレグロ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブラックタイアフェアー

2009．3．27生 牡5栗 母 アイノブリーズ 母母 ソ ヨ カ ゼ 11戦1勝 賞金 12，880，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ビットアレグロ号の騎手柴山雄一は，第1競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サクセスカーチス号・モルフェメアリー号
※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。

03020 2月2日 晴 良 （26東京1）第2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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

12 ノーヒッター 牡4黒鹿56 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 470＋ 21：47．8 5．2�
11 ターフデライト 牝5青 55 F．ベリー �須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム 490－ 61：47．9� 13．3�

（愛）

24 マイネルイルミナル 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 466－ 4 〃 ハナ 13．3�

611 ダイワアクシス 牡5黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 クビ 4．4�
35 ワンダービリーヴ 牝4鹿 54 大野 拓弥半沢	 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 21：48．21� 301．1

23 インナーアージ 牝4鹿 54 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 428＋ 4 〃 クビ 2．9�
510 ドラゴントーク 牝4黒鹿54 内田 博幸窪田 康志氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 446＋ 41：48．3クビ 113．1�
713 シャンボールフィズ 牝5鹿 55 蛯名 正義 	社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 クビ 7．2
59 コーラルタワー 牡4黒鹿56 松岡 正海田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか 鳥谷 勝彦 456＋ 4 〃 アタマ 17．1�
815 ウインゴーウェル �5栗 57 武士沢友治�ウイン 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 530＋ 21：48．5� 65．6�
612 ダノンビーナス 牝4鹿 54

53 ☆横山 和生�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 424± 01：48．6� 53．2�
816 トミケンスラーヴァ 牡4鹿 56 田辺 裕信冨樫 賢二氏 上原 博之 大樹 大樹ファーム 496＋ 21：48．7� 20．8�
714 スイートクラウン 牝4栗 54 西村 太一谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B480＋121：49．12� 47．8�
36 ウインデスティニー 牡4栗 56 丹内 祐次�ウイン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 21：49．42 321．9�
48 キングザブルース 牡5栗 57 江田 照男西浦 和男氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 478－ 61：49．5クビ 180．3�
47 ファーストエバー 牡4鹿 56 田中 勝春吉田 照哉氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 466± 01：50．24 54．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，946，200円 複勝： 72，038，600円 枠連： 30，812，400円
馬連： 123，925，100円 馬単： 66，515，400円 ワイド： 48，127，600円
3連複： 146，236，900円 3連単： 244，649，500円 計： 774，251，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 230円 � 380円 � 370円 枠 連（1－1） 3，490円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，050円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 9，720円 3 連 単 ��� 51，610円

票 数

単勝票数 計 419462 的中 � 63931（3番人気）
複勝票数 計 720386 的中 � 93410（4番人気）� 47609（6番人気）� 48591（5番人気）
枠連票数 計 308124 的中 （1－1） 6526（15番人気）
馬連票数 計1239251 的中 �� 28005（14番人気）
馬単票数 計 665154 的中 �� 9073（20番人気）
ワイド票数 計 481276 的中 �� 10309（13番人気）�� 11425（12番人気）�� 7177（22番人気）
3連複票数 計1462369 的中 ��� 11112（34番人気）
3連単票数 計2446495 的中 ��� 3499（175番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．4―12．4―12．1―11．9―11．2―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．0―49．4―1：01．5―1：13．4―1：24．6―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．4

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

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

勝馬の
紹 介

ノーヒッター �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 タイキブリザード デビュー 2012．12．16 中山1着

2010．3．30生 牡4黒鹿 母 レ オ リ ズ ム 母母 リヴァーシャルマン 9戦2勝 賞金 20，920，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 ドラゴントーク号の騎手柴山雄一は，第1競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
※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。



03021 2月2日 晴 良 （26東京1）第2日 第9競走 ��
��2，400�

は こ ね

箱 根 特 別
発走14時35分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，25．1．26以降26．1．26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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

23 アドマイヤバラード 牡5栗 56 内田 博幸近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 528＋ 62：26．0 8．7�
611 アイスフォーリス 牝5芦 55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 472± 02：26．1� 9．0�
12 � テナシティー 	5黒鹿55 田中 勝春 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 クビ 22．7�
815
 シャドウパーティー 牡5鹿 57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 502－ 22：26．31� 2．1�
35 ヴァーティカルサン 牡4青鹿54 G．ブノワ �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 554－14 〃 ハナ 17．5�
（仏）

612
 エーシンマックス 牡4栗 54 酒井 学	栄進堂 西園 正都 英 Newsells
Park Stud 502－ 42：26．4� 27．6


47 � モ シ モ シ 牝4黒鹿51 横山 和生小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 406－ 22：26．5クビ 38．0�
36 ピュアソルジャー 牡4鹿 54 吉田 豊鶴見 芳子氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 480－ 22：26．6� 16．3�
59 マイネルサンオペラ 牡4栗 53 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 476± 02：27．13 133．8
24 ゴールドメイン 牡4栗 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 458＋ 62：27．2� 17．2�
714 ローレルラスター 牡4鹿 54 横山 典弘 	ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 482＋ 42：27．3� 20．1�
11 カ ム フ ィ ー 牡5黒鹿56 大野 拓弥清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 472－ 4 〃 クビ 7．0�
816 マイネルテンクウ 牡5鹿 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 522－ 22：27．83 177．9�
713� ヴェルデライト 牝6鹿 51 江田 照男 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 468－ 42：28．01� 214．1�
48 マウイノカオイ 牡4鹿 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス	 村山 明 日高 白井牧場 480－ 82：28．42� 24．2�
510 マイネルリヒト 牡5鹿 55 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 480＋ 42：29．46 155．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，900，400円 複勝： 105，769，400円 枠連： 41，616，700円
馬連： 168，404，300円 馬単： 92，548，500円 ワイド： 72，520，300円
3連複： 211，608，200円 3連単： 352，302，000円 計： 1，104，669，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 270円 � 300円 � 650円 枠 連（2－6） 1，470円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 8，560円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 2，230円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 25，900円 3 連 単 ��� 145，990円

票 数

単勝票数 計 599004 的中 � 54605（3番人気）
複勝票数 計1057694 的中 � 112972（3番人気）� 98735（4番人気）� 38123（10番人気）
枠連票数 計 416167 的中 （2－6） 21000（6番人気）
馬連票数 計1684043 的中 �� 32233（13番人気）
馬単票数 計 925485 的中 �� 7985（28番人気）
ワイド票数 計 725203 的中 �� 12893（14番人気）�� 7970（26番人気）�� 7090（34番人気）
3連複票数 計2116082 的中 ��� 6030（85番人気）
3連単票数 計3523020 的中 ��� 1781（435番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．7―13．0―12．7―12．6―12．2―12．1―11．9―11．7―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．8―36．5―49．5―1：02．2―1：14．8―1：27．0―1：39．1―1：51．0―2：02．7―2：14．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．0
1
3
12，16，5（3，10，11）（2，8）（4，15）13，9－（7，14）－6，1・（12，14）16（5，8）（10，13）（3，11，9）15（2，4）－（7，6，1）

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤバラード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2012．1．5 京都3着

2009．3．14生 牡5栗 母 プロモーション 母母 アサーション 16戦4勝 賞金 58，768，000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。

03022 2月2日 晴 良 （26東京1）第2日 第10競走 ��
��1，600�

せつぶん

節分ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，25．1．26以降26．1．26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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

24 ケイアイエレガント 牝5黒鹿53 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B528＋141：34．0 25．4�
48 ホーカーテンペスト 牡5栗 57 G．ブノワ �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B498± 01：34．53 18．2�

（仏）

713 アドマイヤドバイ 牡4鹿 56 池添 謙一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 462＋10 〃 クビ 2．9�
11 オールアズワン 牡6黒鹿55 国分 恭介宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 484－141：34．6クビ 41．1�
47 タガノエンブレム 牡4青鹿55 北村 友一八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－12 〃 ハナ 8．3�
611� タ ー フ ェ ル 牡6栗 54 田辺 裕信伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 B504－181：34．7� 40．5	
59 マイネルアダマス 牡5鹿 55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム 432± 0 〃 ハナ 29．3�
815 ダ ノ ン ミ ル 	6栗 55 北村 宏司
ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 450＋ 2 〃 ハナ 92．2�
612 ハ ー コ ッ ト 牡5鹿 55 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B474＋ 6 〃 ハナ 14．3
35 フルアクセル 牡6栗 56 石橋 脩山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 484－ 21：34．8クビ 10．4�
36 ダイワズーム 牝5栗 54 横山 典弘大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 クビ 13．4�
12 ドリームトレイン 牡5黒鹿55 蛯名 正義前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 498＋ 6 〃 ハナ 19．1�
23 ショウナンマハ 牝6黒鹿53 勝浦 正樹�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 458－ 41：35．01
 91．0�
510 デウスウルト 	6黒鹿55 藤岡 康太吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456－ 8 〃 クビ 6．9�
714 サトノネプチューン 牡4鹿 55 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498－ 21：35．1� 6．4�

（15頭）
816 ピースピース 牡8鹿 53 丸田 恭介�髙昭牧場 和田 雄二 浦河 高昭牧場 476± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 58，074，100円 複勝： 103，668，300円 枠連： 52，657，000円
馬連： 201，615，300円 馬単： 97，383，200円 ワイド： 77，603，000円
3連複： 255，637，600円 3連単： 419，743，900円 計： 1，266，382，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，540円 複 勝 � 610円 � 490円 � 160円 枠 連（2－4） 6，770円

馬 連 �� 19，470円 馬 単 �� 36，840円

ワ イ ド �� 5，080円 �� 1，670円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 24，630円 3 連 単 ��� 227，610円

票 数

単勝票数 差引計 580741（返還計 1420） 的中 � 18074（10番人気）
複勝票数 差引計1036683（返還計 3350） 的中 � 36266（10番人気）� 47410（8番人気）� 236779（1番人気）
枠連票数 差引計 526570（返還計 287） 的中 （2－4） 5742（22番人気）
馬連票数 差引計2016153（返還計 10724） 的中 �� 7643（61番人気）
馬単票数 差引計 973832（返還計 5279） 的中 �� 1951（115番人気）
ワイド票数 差引計 776030（返還計 6140） 的中 �� 3672（64番人気）�� 11560（20番人気）�� 14432（15番人気）
3連複票数 差引計2556376（返還計 24485） 的中 ��� 7661（90番人気）
3連単票数 差引計4197439（返還計 33702） 的中 ��� 1361（759番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．4―48．5―1：00．6―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4F45．5―3F33．4
3 ・（4，9）12（1，3，13）（2，5，14）10（6，11，8）15，7 4 ・（4，9，12，13）（1，3，5，10，14）（2，11，8）（6，15）－7

勝馬の
紹 介

ケイアイエレガント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．7．17 新潟4着

2009．3．28生 牝5黒鹿 母 ポストパレード 母母 Spanish Parade 23戦5勝 賞金 78，273，000円
〔騎手変更〕 ターフェル号の騎手柴山雄一は，第1競走での落馬負傷のため田辺裕信に変更。
〔競走除外〕 ピースピース号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 アップルジャック号・ヴィクトリースター号・キッズニゴウハン号・タマモマーブル号・トゥザサミット号・

ヒラボクインパクト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目 ３レース目



03023 2月2日 晴 良 （26東京1）第2日 第11競走 ��
��1，400�第28回根岸ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，25．1．26以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，25．1．25以前の
GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

36 ゴールスキー 牡7黒鹿56 F．ベリー �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 484－ 41：23．4 7．5�
（愛）

59 ノーザンリバー 牡6鹿 57 蛯名 正義林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：23．5� 19．7�
714 シルクフォーチュン 牡8鹿 56 横山 典弘有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 472± 0 〃 クビ 14．0�
713 ブライトライン 牡5青 57 戸崎 圭太�ノースヒルズ 	島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 524－ 41：23．6クビ 2．8�
12 アドマイヤロイヤル 牡7鹿 57 四位 洋文近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 524＋ 4 〃 クビ 6．1	
47 
 ジョーメテオ 牡8鹿 56 坂井 英光上田けい子氏 小久保 智 静内 田中 裕之 512± 01：23．7クビ 406．9


（浦和） （大井）

510� テスタマッタ 牡8鹿 58 田辺 裕信吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford
Farm 516± 0 〃 クビ 50．4�

48 ドリームバレンチノ 牡7青 57 内田 博幸セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 31：23．8クビ 4．0�
23 ダノンカモン 牡8黒鹿56 三浦 皇成�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 528＋ 4 〃 クビ 50．2
815 アドマイヤサガス 牡6青 56 池添 謙一近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 522＋ 21：23．9クビ 63．5�
35 スノードラゴン 牡6芦 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 510－ 21：24．11� 15．7�
816 セイクリムズン 牡8黒鹿57 北村 宏司金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド 514± 0 〃 クビ 43．7�
611 セレスハント 牡9栗 57 丸山 元気岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント 482＋ 41：24．63 488．9�
11 � エーシントップ 牡4黒鹿58 酒井 学�栄進堂 西園 正都 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

530－ 41：24．81� 14．3�
612 ティアップワイルド 牡8栗 57 石橋 脩田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B534± 01：25．01� 516．3�
24 スリーボストン 牡7鹿 56 北村 友一永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 520＋ 21：25．53 86．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 205，575，500円 複勝： 335，019，700円 枠連： 163，510，300円 馬連： 769，472，400円 馬単： 382，696，300円
ワイド： 268，801，000円 3連複： 1，108，584，700円 3連単： 2，135，446，900円 5重勝： 715，655，000円 計： 6，084，761，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 310円 � 490円 � 420円 枠 連（3－5） 2，500円

馬 連 �� 6，380円 馬 単 �� 11，380円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 1，810円 �� 3，460円

3 連 複 ��� 29，140円 3 連 単 ��� 158，760円

5 重 勝
対象競走：東京9R／京都10R／東京10R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 6，363，300円

票 数

単勝票数 計2055755 的中 � 217270（4番人気）
複勝票数 計3350197 的中 � 311715（4番人気）� 174398（7番人気）� 209691（6番人気）
枠連票数 計1635103 的中 （3－5） 48446（11番人気）
馬連票数 計7694724 的中 �� 89141（23番人気）
馬単票数 計3826963 的中 �� 24831（42番人気）
ワイド票数 計2688010 的中 �� 32083（27番人気）�� 36872（22番人気）�� 18905（39番人気）
3連複票数 計11085847 的中 ��� 28083（96番人気）
3連単票数 計21354469 的中 ��� 9927（478番人気）
5重勝票数 差引計7156550（返還計 14218） 的中 ����� 83

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．3―47．3―59．2―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールスキー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Nureyev デビュー 2009．12．20 阪神1着

2007．5．24生 牡7黒鹿 母 ニ キ ー ヤ 母母 Reluctant Guest 32戦8勝 賞金 235，740，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の31頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）31頭 インペリアルマーチ号・ウォータールルド号・エベレストオー号・オセアニアボス号・カオスモス号・

カネトシイナーシャ号・ガンジス号・キョウワダッフィー号・キョウワマグナム号・クリノヒマラヤオー号・
コレクターアイテム号・サウンドアクシス号・サクラシャイニー号・ザラストロ号・ジョヴァンニ号・
スプラッシュエンド号・セイルラージ号・タイセイファントム号・タイムズアロー号・トウショウカズン号・
トキノエクセレント号・トーホウチェイサー号・ナイトフッド号・ナリタスプリング号・ネオザウイナー号・
ハッピーカオル号・バーディバーディ号・ファリダット号・ベストウォーリア号・ヤマカツハクリュウ号・
ワイドバッハ号

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりゴールスキー号は，フェブラリーステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

03024 2月2日 晴 良 （26東京1）第2日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

47 キタサンイナズマ 牡4青鹿57 横山 典弘�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 498＋ 61：37．1 5．1�
714 カーティスバローズ 牡4鹿 57 戸崎 圭太猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 490－ 61：37．52� 3．6�
24 メイショウコンカー 牡5栗 57 池添 謙一松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 458＋ 61：37．6	 5．5�
612 ヴァンガード 牡5鹿 57 F．ベリー H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 81：37．7	 14．5�
（愛）

23 ヤマチョウフェア 牡6黒鹿57 田辺 裕信長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 486＋101：38．12� 26．3�
816
 ダノンレジェンド 牡4黒鹿57 田中 勝春	ダノックス 村山 明 米 Colts Neck

Stables, LLC 452＋ 2 〃 アタマ 7．3

35 
 リアライズナマステ 牡5栗 57 坂井 英光工藤 圭司氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

468＋ 2 〃 ハナ 92．7�
（大井）

12 シュガーヒル 牡5芦 57 北村 宏司金子真人ホール
ディングス	 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B490＋ 81：38．63 22．1�

815 ク ロ ス ボ ウ 牡4黒鹿57 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 512＋ 2 〃 クビ 16．6
510 マイネルバウンス 牡5栗 57 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 日高 下河辺牧場 494＋ 21：38．7� 26．6�
48 スズカヴィグラス 牡5鹿 57 蛯名 正義永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 496＋ 41：38．8クビ 21．1�
11 ヤマタケディガー 牡8栗 57 丸山 元気山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 466＋ 8 〃 クビ 245．1�
611 ディアグリスター 牡4鹿 57 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 470－141：39．01� 234．6�
59 モリトリュウコ 牡4鹿 57

56 ☆横山 和生石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 474＋ 81：39．1クビ 113．1�
713
 フロリダブルー 牡4鹿 57 内田 博幸 	クイーンズ・ランチ 松山 康久 米 Darley & Craig

D. Upham 458－ 4 〃 クビ 7．4�
36 コスモシャンハイ 牡5鹿 57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 508＋ 81：39．2クビ 185．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，992，000円 複勝： 148，785，000円 枠連： 70，998，500円
馬連： 350，835，000円 馬単： 123，147，800円 ワイド： 112，734，600円
3連複： 350，104，900円 3連単： 628，389，900円 計： 1，875，987，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 140円 � 190円 枠 連（4－7） 510円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 540円 �� 750円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 11，970円

票 数

単勝票数 計 909920 的中 � 141877（2番人気）
複勝票数 計1487850 的中 � 167084（3番人気）� 335397（1番人気）� 194071（2番人気）
枠連票数 計 709985 的中 （4－7） 104146（1番人気）
馬連票数 計3508350 的中 �� 220908（2番人気）
馬単票数 計1231478 的中 �� 36543（5番人気）
ワイド票数 計1127346 的中 �� 50848（3番人気）�� 35380（5番人気）�� 78572（1番人気）
3連複票数 計3501049 的中 ��� 118712（1番人気）
3連単票数 計6283899 的中 ��� 38752（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．6―35．7―48．3―1：00．9―1：12．9―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンイナズマ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2013．1．5 京都4着

2010．3．8生 牡4青鹿 母 モ ガ ミ ヒ メ 母母 モガミポイント 5戦3勝 賞金 27，327，000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 ヴィンテージイヤー号・タッチザターゲット号・ダンディーレイ号
※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。

５レース目



（26東京1）第2日 2月2日（日曜日） 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 183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

247，860，000円
2，080，000円
5，580，000円
1，830，000円
22，590，000円
71，883，000円
5，844，800円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
699，865，700円
1，210，686，900円
513，194，800円
2，143，401，200円
1，111，254，400円
853，437，000円
2，799，478，600円
5，016，595，200円
715，655，000円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 15，063，568，800円

総入場人員 29，922名 （有料入場人員 28，867名）
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