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03071 2月23日 晴 良 （26東京1）第8日 第1競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走10時05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

713 ヒカリブランデー 牡3鹿 56 内田 博幸�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 476± 01：20．6 5．8�
36 ビックナサンクス 牡3青鹿56 北村 宏司平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 524＋ 41：21．02� 2．7�
59 フォーウイラー 牡3鹿 56 松岡 正海阿部 雅英氏 手塚 貴久 浦河 中村 雅明 492－ 8 〃 ハナ 8．2�
24 ハリケーンリリー 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 496＋ 2 〃 ハナ 9．6�
816 アルファアリエス 牡3鹿 56 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 458± 0 〃 ハナ 8．8�
47 デ ュ ナ ト ス 牡3青鹿56 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 B506＋181：21．1クビ 107．2	
714 キングガンホー 牡3鹿 56 F．ベリー Him Rock Racing 上原 博之 新冠 競優牧場 B462－ 21：21．52� 10．3


（愛）

11 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± 01：21．6� 36．2�
815 ネ ア ポ リ ス 牡3青鹿56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 2 〃 アタマ 45．2�
612 メイショウベルシア 牝3鹿 54 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 460± 01：22．02� 21．5
510 ア マ ア マ 牝3栗 54 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 438± 01：22．2� 7．4�
12 フェイトアゲン 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠浅川 皓司氏 高木 登 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 446 ― 〃 ハナ 47．1�

611 タムザセカンド 牡3芦 56 津村 明秀神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 B530＋ 61：22．3� 429．7�
23 デジタルアート 牝3黒鹿54 戸崎 圭太窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 470－ 61：23．89 86．1�
35 スパゲッティー 牡3鹿 56 菅原 隆一�大道牧場 蛯名 利弘 日高 旭 牧場 426＋101：23．9クビ 239．1�

（15頭）
48 キネオパッション 牡3黒鹿56 C．デムーロ 吉田 千津氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

（伊）

売 得 金
単勝： 20，716，800円 複勝： 45，665，400円 枠連： 14，717，000円
馬連： 51，059，100円 馬単： 32，384，000円 ワイド： 26，962，500円
3連複： 73，927，200円 3連単： 105，699，100円 計： 371，131，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 170円 � 130円 � 240円 枠 連（3－7） 450円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，170円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 17，230円

票 数

単勝票数 差引計 207168（返還計 1263） 的中 � 28572（2番人気）
複勝票数 差引計 456654（返還計 2272） 的中 � 69008（2番人気）� 122989（1番人気）� 39948（5番人気）
枠連票数 差引計 147170（返還計 8 ） 的中 （3－7） 24641（1番人気）
馬連票数 差引計 510591（返還計 5664） 的中 �� 50342（1番人気）
馬単票数 差引計 323840（返還計 3095） 的中 �� 12881（5番人気）
ワイド票数 差引計 269625（返還計 3242） 的中 �� 25086（1番人気）�� 5169（19番人気）�� 10993（6番人気）
3連複票数 差引計 739272（返還計 16136） 的中 ��� 18030（9番人気）
3連単票数 差引計1056991（返還計 21464） 的中 ��� 4529（43番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．3―12．5―12．4―12．2―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．3―30．6―43．1―55．5―1：07．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカリブランデー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ヒカリバオー デビュー 2013．12．21 中山5着

2011．3．7生 牡3鹿 母 ヒカリブラッシア 母母 ノブリースーパー 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔出走取消〕 キネオパッション号は，疾病〔右前肢挫創〕のため出走取消。
※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） 1頭 デモクラシー号
（非抽選馬） 5頭 ウエスタンニンジャ号・オールオブミー号・ダイメイリシャール号・デルマフジコ号・ハッツオフ号
※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。

03072 2月23日 晴 良 （26東京1）第8日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時35分 （ダート・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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

23 ケルヴィンサイド 牡3鹿 56 U．リスポリ 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 526－ 21：26．3 15．0�

（仏）

611 アンズチャン 牝3鹿 54 石橋 脩ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 アタマ 1．7�
712 ゴールドキセキ 牡3黒鹿56 F．ベリー ドリームホース� 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 522± 01：26．51� 16．6�

（愛）

59 ニシノゲンキマル 牡3栗 56 内田 博幸西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 500± 0 〃 ハナ 9．7�
815 セイウンクロス 牡3鹿 56 G．ブノワ 西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 432－ 21：26．81� 10．4�

（仏）

58 ミュゼストリート 牡3鹿 56 北村 宏司髙橋 仁氏 大江原 哲 新ひだか 折手牧場 512± 0 〃 ハナ 21．0	
814 ロトラトゥール 牝3鹿 54 横山 典弘國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 484＋ 41：26．9� 14．8

610 アイティダイヤ 牝3栗 54 江田 照男一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 武田牧場 462＋ 8 〃 クビ 23．3�
11 � ア オ チ ャ ン 牝3青 54 大野 拓弥山本 武司氏 高市 圭二 新冠 中本 隆志 426＋ 21：27．32� 135．9�
22 スイートガーデン 牝3鹿 54 後藤 浩輝田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 474＋ 61：27．4クビ 98．4
35 ロマンシーズ 牡3鹿 56 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 514＋ 2 〃 ハナ 33．1�
47 マーセブナカヤマ 牡3鹿 56 田辺 裕信�中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 534－ 6 〃 アタマ 12．9�
713 ケイジージュピター 牡3青鹿56 岩部 純二鹿倉 勝	氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 450± 01：27．82� 42．4�
34 レッドルシアン 牝3栗 54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 418－101：28．75 106．9�
46 ウォッカマティーニ 牝3芦 54 吉田 豊芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 468＋101：29．97 270．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，765，600円 複勝： 67，141，700円 枠連： 15，869，800円
馬連： 59，352，400円 馬単： 48，488，700円 ワイド： 34，090，100円
3連複： 86，263，500円 3連単： 140，828，700円 計： 479，800，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 370円 � 110円 � 330円 枠 連（2－6） 1，180円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 670円 �� 2，530円 �� 550円

3 連 複 ��� 7，100円 3 連 単 ��� 49，730円

票 数

単勝票数 計 277656 的中 � 14644（6番人気）
複勝票数 計 671417 的中 � 27200（7番人気）� 333986（1番人気）� 32024（6番人気）
枠連票数 計 158698 的中 （2－6） 10007（5番人気）
馬連票数 計 593524 的中 �� 30422（6番人気）
馬単票数 計 484887 的中 �� 8615（16番人気）
ワイド票数 計 340901 的中 �� 12927（8番人気）�� 3101（31番人気）�� 16002（5番人気）
3連複票数 計 862635 的中 ��� 8974（29番人気）
3連単票数 計1408287 的中 ��� 2090（162番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．2―49．0―1：01．5―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケルヴィンサイド �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．1．19 中京1着

2011．1．29生 牡3鹿 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 3戦2勝 賞金 13，200，000円
※出走取消馬 キョウエイボヌール号（疾病〔感冒〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リアルモード号
※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８日



03073 2月23日 晴 良 （26東京1）第8日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時05分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

35 フジノゴトク 牡3栗 56 北村 宏司平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 504－ 21：39．5 2．0�
816� タ マ ユ ラ 牝3栗 54 福永 祐一吉田 安惠氏 戸田 博文 愛 Redpender

Stud Ltd 472＋101：39．71� 16．6�
714 ビ バ ホ ー プ 牝3栗 54 G．ブノワ 桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 494－261：39．91	 329．0�

（仏）

36 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± 01：40．32	 28．5�

59 ベルウッドタイガ 牡3黒鹿56 武士沢友治鈴木 照雄氏 田島 俊明 浦河 駿河牧場 512－ 21：40．4	 34．5�
611 オウトラヴェス 牡3黒鹿56 U．リスポリ吉田 和美氏 勢司 和浩 様似 富田 恭司 472－ 41：40．82	 3．9	

（仏）

47 カワキタグロワール 牡3栗 56 大野 拓弥川島 吉男氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 488＋261：40．9
 163．1

24 � ナカヤマボルト 牡3黒鹿56 後藤 浩輝和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 米 Darley & Tap-

estry Stud LLC 524＋181：41．21
 16．8�
815 コクリュウノマイ 牡3青鹿56 田中 勝春髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B498＋ 61：41．51
 33．8�
23 シ ナ モ ン 牝3栗 54 津村 明秀村島 昭男氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－161：42．24 199．8
11 トーセンソユーズ 牡3栗 56 C．デムーロ 島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 492± 01：42．52 12．0�

（伊）

612 オーバーテイク 牡3青 56 幸 英明�橋本牧場 勢司 和浩 日高 浦新 徳司 438－ 41：42．81
 252．9�
12 ゴールドクレセント 牡3鹿 56 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 462＋ 41：43．11
 263．7�
713 ソフィスティケイト 牡3青 56 石橋 脩 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：43．52	 172．2�
48 カンタベリーマーチ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 荒谷 輝和 482－ 21：44．03 610．2�
510 ダノンブロンコ 牡3鹿 56 F．ベリー �ダノックス 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 482－ 41：46．1大差 5．6�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，635，300円 複勝： 50，563，100円 枠連： 14，610，700円
馬連： 56，575，900円 馬単： 40，083，400円 ワイド： 30，141，000円
3連複： 81，418，700円 3連単： 141，022，600円 計： 441，050，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 530円 � 4，240円 枠 連（3－8） 1，000円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 920円 �� 8，340円 �� 27，260円

3 連 複 ��� 134，430円 3 連 単 ��� 450，540円

票 数

単勝票数 計 266353 的中 � 105624（1番人気）
複勝票数 計 505631 的中 � 197699（1番人気）� 17622（7番人気）� 1909（15番人気）
枠連票数 計 146107 的中 （3－8） 10866（5番人気）
馬連票数 計 565759 的中 �� 21552（6番人気）
馬単票数 計 400834 的中 �� 10323（9番人気）
ワイド票数 計 301410 的中 �� 8530（10番人気）�� 869（42番人気）�� 264（69番人気）
3連複票数 計 814187 的中 ��� 447（130番人気）
3連単票数 計1410226 的中 ��� 231（546番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．8―48．5―1：01．5―1：14．2―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．0
3 ・（2，4，12）（1，11，14）（8，16）（3，7）（5，10）6（9，15）13 4 ・（2，4，12）（1，11，14）（7，16）（8，5）3（6，9）－13，10，15

勝馬の
紹 介

フジノゴトク �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2013．12．15 中山7着

2011．4．14生 牡3栗 母 ウルトラスキー 母母 ノースフエイス 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔調教再審査〕 ダノンブロンコ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダノンブロンコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月23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 ゴールデンスピン号・ビッグギグ号
※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。

03074 2月23日 晴 良 （26東京1）第8日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時35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

23 アンジェリック 牝3鹿 54 C．デムーロ 有限会社シルク大和田 成 浦河 杵臼牧場 464＋ 21：35．4 3．9�
（伊）

510 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 436＋ 2 〃 クビ 4．8�
24 アースプレイ 牝3青鹿54 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 424－ 4 〃 ハナ 7．5�
35 ナスタイザン 牝3黒鹿54 幸 英明小山田 満氏 高木 登 浦河 高松牧場 458＋ 61：35．61� 49．2�
12 イーグルアモン 牝3鹿 54 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 454＋ 61：35．7� 20．1�
47 マイネルシェルト 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �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 450＋ 6 〃 ハナ 10．2	
816 ファイナルブロー 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 436＋101：35．8� 92．7

36 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 452－ 41：36．01 3．5�
612 マイネルゲール 牡3黒鹿56 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 むかわ ヤマイチ牧場 508－ 2 〃 クビ 38．0
714 ウインアプローズ 牝3黒鹿54 三浦 皇成�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 402－ 21：36．31� 94．4�
713 ドラゴンヘッド 牡3栗 56 柴田 善臣田頭 勇貴氏 高橋 文雅 新ひだか 橋本牧場 478± 0 〃 ハナ 77．8�
611 シャンパンビーチ 牝3栗 54 北村 宏司 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 432＋ 21：36．51	 102．9�
59 ケイブラスト 牡3栗 56 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 468 ―1：36．6� 50．1�
815 ヤマニンキュルミネ 牡3芦 56 F．ベリー 土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 468＋101：36．7クビ 12．1�

（愛）

48 ヒロシデラックス 牡3栗 56 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 厚真 大川牧場 480＋ 61：37．12� 38．1�
11 コスモチャイム 牡3黒鹿56 木幡 初広岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 市川フアーム B468－ 61：37．2� 352．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，193，300円 複勝： 51，836，600円 枠連： 17，349，300円
馬連： 60，394，800円 馬単： 37，940，900円 ワイド： 31，450，500円
3連複： 83，876，300円 3連単： 130，465，700円 計： 438，507，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 160円 � 190円 枠 連（2－5） 540円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 350円 �� 640円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 12，200円

票 数

単勝票数 計 251933 的中 � 51699（2番人気）
複勝票数 計 518366 的中 � 89583（3番人気）� 96900（2番人気）� 64918（4番人気）
枠連票数 計 173493 的中 （2－5） 23873（2番人気）
馬連票数 計 603948 的中 �� 48653（3番人気）
馬単票数 計 379409 的中 �� 14131（6番人気）
ワイド票数 計 314505 的中 �� 24196（3番人気）�� 11669（7番人気）�� 13256（5番人気）
3連複票数 計 838763 的中 ��� 24591（6番人気）
3連単票数 計1304657 的中 ��� 7894（24番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．0―12．5―12．5―11．1―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．8―48．3―1：00．8―1：11．9―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンジェリック �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．9．21 中山2着

2011．3．6生 牝3鹿 母 タガノアイリス 母母 マルカアイリス 4戦1勝 賞金 11，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カミノアヴァロン号・コスモリリパット号・スウィートレイラニ号・ブリージョ号
※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。



03075 2月23日 晴 良 （26東京1）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時25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
1：44．2
1：44．1

良
良

35 ウンプテンプ 牡3鹿 56 後藤 浩輝青山 洋一氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 488 ―1：52．4 18．7�
59 ヘイジームーン 牝3黒鹿54 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 490 ―1：52．72 18．7�
612 ジュエルプラネット 牡3鹿 56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 460 ― 〃 クビ 2．6�
11 キネオソレイユ 牝3鹿 54 四位 洋文吉田 千津氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 446 ―1：53．02 20．7�
23 アタルガティス 牝3黒鹿54 江田 照男岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 422 ―1：53．1� 107．1�
36 ビリーヴザワン 牡3鹿 56 田辺 裕信岡田 壮史氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 492 ― 〃 ハナ 11．8�
816 ファーガソン 牡3鹿 56 岩田 康誠林 正道氏 松田 国英 新ひだか 橋本牧場 504 ―1：53．2� 4．1	
47 マイネルエルピス 牡3青鹿56 石橋 脩 
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 412 ―1：53．52 37．9�
510 クリアーパッション 牝3鹿 54 宮崎 北斗下河辺隆行氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 446 ―1：53．71� 153．5�
24 ペネトレーション 牡3黒鹿56 大野 拓弥
G1レーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 516 ― 〃 クビ 78．2
815 レインオーバー 牡3青鹿56 F．ベリー 
グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 450 ― 〃 ハナ 12．2�

（愛）

714 メイフローラ 牝3鹿 54 柴田 善臣千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 434 ―1：53．91� 295．3�
48 サトノパテック 牡3栗 56 福永 祐一里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 580 ―1：54．0クビ 5．0�
12 マイネシャイナー 牝3鹿 54 内田 博幸 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 430 ―1：54．74 103．1�
713 セイカイリス 牝3鹿 54 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 466 ―1：55．12� 212．9�
611 ブラッキーカフェ 牡3鹿 56 武 豊西川 恭子氏 小島 太 新冠 浜口牧場 436 ―1：55．52� 43．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，037，000円 複勝： 42，189，500円 枠連： 19，817，000円
馬連： 58，393，800円 馬単： 37，889，000円 ワイド： 26，122，100円
3連複： 72，280，600円 3連単： 112，785，300円 計： 398，514，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 370円 � 380円 � 150円 枠 連（3－5） 4，280円

馬 連 �� 13，410円 馬 単 �� 34，650円

ワ イ ド �� 3，050円 �� 890円 �� 850円

3 連 複 ��� 12，300円 3 連 単 ��� 154，430円

票 数

単勝票数 計 290370 的中 � 12253（7番人気）
複勝票数 計 421895 的中 � 25013（6番人気）� 24257（7番人気）� 101769（1番人気）
枠連票数 計 198170 的中 （3－5） 3421（15番人気）
馬連票数 計 583938 的中 �� 3215（34番人気）
馬単票数 計 378890 的中 �� 807（76番人気）
ワイド票数 計 261221 的中 �� 2020（33番人気）�� 7406（9番人気）�� 7745（8番人気）
3連複票数 計 722806 的中 ��� 4339（41番人気）
3連単票数 計1127853 的中 ��� 539（386番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―38．1―51．7―1：05．3―1：18．8―1：30．2―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F33．6

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

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

勝馬の
紹 介

ウンプテンプ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ウォーエンブレム 初出走

2011．2．2生 牡3鹿 母 バズローリング 母母 フサイチミニヨン 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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ガヤルド号・コウヨウマリア号・マイネシャムロック号・ロイヤルベビー号
※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。

03076 2月23日 晴 良 （26東京1）第8日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走12時55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 ロ ジ テ ー ル 牡5鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 488＋161：26．5 10．7�
35 ネロディアマンテ 牝4青 55 U．リスポリ �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 520－ 2 〃 クビ 5．8�
（仏）

713 トミケンプレミオ 牡4鹿 57 岩田 康誠冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 500± 01：26．71� 8．8�
23 ドリームジェダイ 牡5栗 57 戸崎 圭太セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 片岡 博 490± 01：26．8	 8．8�
47 クレバーカイオウ 牡4鹿 57 田辺 裕信�岡崎牧場 小西 一男 新冠 長浜牧場 470＋121：26．9� 83．6	
714 ハイフロンティア 牡4鹿 57 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 492＋ 81：27．0クビ 26．9

815
 セ ツ ナ 牡4鹿 57 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 米 Ann Loren-

son Lynch 500± 0 〃 ハナ 23．1�
11 ファイブタブレット 牡4栗 57 C．デムーロ �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム B496± 0 〃 アタマ 3．8�

（伊）

59 ハヤブサフィーバー 牡5栗 57 F．ベリー 武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B500＋ 6 〃 クビ 7．8
（愛）

24 セイントチャンス 牡5鹿 57 北村 宏司内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド 482－ 41：27．2	 20．5�
36 � シゲルアボカド 牡5鹿 57 後藤 浩輝森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 土井牧場 490－ 21：27．3� 22．1�
611 アルデグロリア 牝4栗 55 武士沢友治井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 488－ 61：27．4クビ 7．3�
816 ローゼズガーランド 牝5鹿 55 三浦 皇成藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 480± 01：27．71	 61．1�
12 カラダドリーム 牡4鹿 57 木幡 初広子安 裕樹氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

松田牧場 500± 01：27．91� 234．6�
48 メイショウトラクマ 牡4黒鹿57 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 524＋141：28．0� 39．7�
510 ウメジマダイオー 牡5鹿 57 大野 拓弥村田 滋氏 嶋田 潤 平取 高橋 啓 B520＋201：28．42� 444．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，218，800円 複勝： 57，867，800円 枠連： 19，436，700円
馬連： 77，152，600円 馬単： 44，137，500円 ワイド： 37，776，800円
3連複： 107，779，400円 3連単： 161，852，600円 計： 534，222，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 430円 � 230円 � 250円 枠 連（3－6） 1，140円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 11，050円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 1，850円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 15，660円 3 連 単 ��� 97，040円

票 数

単勝票数 計 282188 的中 � 20857（7番人気）
複勝票数 計 578678 的中 � 31746（8番人気）� 73286（3番人気）� 63587（4番人気）
枠連票数 計 194367 的中 （3－6） 12614（4番人気）
馬連票数 計 771526 的中 �� 11150（20番人気）
馬単票数 計 441375 的中 �� 2948（42番人気）
ワイド票数 計 377768 的中 �� 4525（26番人気）�� 4982（21番人気）�� 9097（11番人気）
3連複票数 計1077794 的中 ��� 5080（46番人気）
3連単票数 計1618526 的中 ��� 1231（293番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．3―12．2―12．1―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．7―37．0―49．2―1：01．3―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ジ テ ー ル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．5．20 東京3着

2009．4．19生 牡5鹿 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 10戦3勝 賞金 21，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 サクラシェンロン号・ハイランドコンドル号・マイネルルークス号・メテオーラビアンカ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03077 2月23日 晴 良 （26東京1）第8日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時25分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：44．2
1：44．1

良
良

12 エデンロック 牡4鹿 56 福永 祐一田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 472± 01：47．5 4．1�
611 ロンギングダンサー 牡5黒鹿57 F．ベリー 坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 488＋ 6 〃 クビ 3．2�

（愛）

36 ビッグスマイル 牝6黒鹿55 岩田 康誠西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 462－ 2 〃 ハナ 37．3�
11 ロベルクランツ 牡5鹿 57 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 富菜牧場 436＋ 41：47．6クビ 11．7�
24 リルバイリル �6鹿 57 後藤 浩輝小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 488＋ 2 〃 クビ 33．6�
35 テ ン ペ ル 牡6黒鹿57 田辺 裕信山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 4．7	
23 ウィケットキーパー 牝5鹿 55 浜中 俊吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B454＋ 41：48．02	 23．8

612 ガーネットチャーム 牝5鹿 55 C．デムーロ �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 446＋141：48．1
 8．3�

（伊）

714 ゴーゴーヒュウガ 牡6鹿 57 宮崎 北斗永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 B466－ 41：48．42 690．7
713� コスモソウタ 牡5鹿 57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 484＋12 〃 アタマ 276．3�
816 ボンジュールココロ 牝4鹿 54 北村 宏司田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 478＋ 6 〃 ハナ 41．3�
59 テンシンランマン 牝4鹿 54 田中 勝春 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 480－ 61：48．5クビ 11．2�
510 ヤマタケディガー 牡8栗 57

54 ▲原田 和真山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 464－ 21：48．6
 328．7�
47 ポルスターシャイン 牡4鹿 56 江田 照男平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 484－ 21：48．91
 92．7�
815 コスモグレースフル 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 498± 01：49．53	 24．9�
48 � エレガンテココ 牝6青 55 三浦 皇成岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 438± 01：49．81
 204．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，905，100円 複勝： 63，884，900円 枠連： 24，836，500円
馬連： 79，874，400円 馬単： 46，128，700円 ワイド： 36，557，800円
3連複： 102，479，100円 3連単： 163，487，000円 計： 549，153，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 150円 � 680円 枠 連（1－6） 360円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，140円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 7，650円 3 連 単 ��� 34，230円

票 数

単勝票数 計 319051 的中 � 62794（2番人気）
複勝票数 計 638849 的中 � 98615（3番人気）� 152887（1番人気）� 16972（10番人気）
枠連票数 計 248365 的中 （1－6） 51977（1番人気）
馬連票数 計 798744 的中 �� 79583（1番人気）
馬単票数 計 461287 的中 �� 22810（2番人気）
ワイド票数 計 365578 的中 �� 32038（1番人気）�� 3874（29番人気）�� 5015（22番人気）
3連複票数 計1024791 的中 ��� 9888（25番人気）
3連単票数 計1634870 的中 ��� 3525（107番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．5―11．6―11．8―11．9―11．8―13．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．5―47．1―58．9―1：10．8―1：22．6―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エデンロック �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．22 札幌1着

2010．3．8生 牡4鹿 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス 13戦3勝 賞金 51，453，000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。

03078 2月23日 晴 良 （26東京1）第8日 第8競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時55分 （ダート・左）

1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
2：28．6
2：28．6

不良
不良

712 コ ウ ジ ョ ウ 牡4栗 56 後藤 浩輝小菅 定雄氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 510－ 62：34．5 24．7�
813 ランブリングマン 牡4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 528± 0 〃 クビ 13．3�
610 サンライズウェイ 牡4栗 56 福永 祐一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 456－ 22：34．6� 6．0�
69 リーゼントブルース 牡5芦 57 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B476－ 8 〃 クビ 7．0�
711� マイネルボンド 牡5青鹿57 C．デムーロ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム B510＋ 42：35．55 15．7�
（伊）

33 トーセンセカイオー 牡5鹿 57 横山 典弘島川 	哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 488－ 42：35．6クビ 8．7

46 ニシノゲイナー 牡6鹿 57

54 ▲原田 和真西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 464± 02：35．81� 122．5�
45 ル ロ ワ 牡7青鹿57 戸崎 圭太栗山 良子氏 土田 稔 安平 追分ファーム 486± 02：35．9	 92．1�
34 セブンフォース 牡4栗 56 F．ベリー 前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 540－ 82：36．0クビ 2．0

（愛）

11 トルバドゥール 牡6栃栗57 U．リスポリ �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 492－ 8 〃 アタマ 13．1�
（仏）

22 フィルハーマジック 牝6鹿 55 G．ブノワ �下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 458－ 62：36．74 111．0�
（仏）

58 グレートマーシャル 牡6鹿 57 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 482± 02：41．5大差 238．3�
57 ルシャンベルタン 牡6鹿 57 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B494＋ 82：45．8大差 40．3�
814 キングオブフェイス 牡6栗 57 石橋 脩西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 520＋ 2 （競走中止） 86．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，113，800円 複勝： 59，823，100円 枠連： 27，621，500円
馬連： 88，150，000円 馬単： 51，208，800円 ワイド： 38，788，100円
3連複： 108，656，200円 3連単： 188，650，500円 計： 596，012，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，470円 複 勝 � 590円 � 400円 � 230円 枠 連（7－8） 3，580円

馬 連 �� 11，500円 馬 単 �� 26，690円

ワ イ ド �� 3，150円 �� 1，710円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 24，250円 3 連 単 ��� 215，860円

票 数

単勝票数 計 331138 的中 � 10571（8番人気）
複勝票数 計 598231 的中 � 23757（8番人気）� 37654（6番人気）� 80784（2番人気）
枠連票数 計 276215 的中 （7－8） 5696（12番人気）
馬連票数 計 881500 的中 �� 5661（32番人気）
馬単票数 計 512088 的中 �� 1416（67番人気）
ワイド票数 計 387881 的中 �� 2989（33番人気）�� 5619（22番人気）�� 6505（18番人気）
3連複票数 計1086562 的中 ��� 3308（72番人気）
3連単票数 計1886505 的中 ��� 645（487番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―11．8―12．8―13．3―13．9―13．6―13．0―13．1―12．9―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．1―36．9―49．7―1：03．0―1：16．9―1：30．5―1：43．5―1：56．6―2：09．5―2：21．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コ ウ ジ ョ ウ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．12．23 中山7着

2010．5．11生 牡4栗 母 ローレルウィッチ 母母 マイサクセション 12戦3勝 賞金 25，600，000円
〔競走中止〕 キングオブフェイス号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔その他〕 ルシャンベルタン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレートマーシャル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月23日まで平

地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ルシャンベルタン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年3月23日まで出走できない。
※出走取消馬 リアライズブラザー号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03079 2月23日 晴 良 （26東京1）第8日 第9競走 ��
��2，000�セントポーリア賞

発走14時25分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

89 ヴォルシェーブ 牡3栗 56 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484－102：02．2 9．8�
44 クラリティシチー 牡3鹿 56 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 482－ 2 〃 クビ 1．7�
810 ショウナンラグーン 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 洞�湖 レイクヴィラファーム 486－102：02．41� 76．0�
22 ヴァルコイネン 牡3芦 56 C．デムーロ 吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 クビ 9．5�

（伊）

55 ダイワリベラル 牡3黒鹿56 後藤 浩輝大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 518± 02：02．5	 13．7�
66 ミッキーデータ 牡3鹿 56 U．リスポリ野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 502± 02：02．71� 4．7	

（仏）

11 アイソレーション 牡3鹿 56 F．ベリー 丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 520－ 22：02．8
 60．6

（愛）

78 キミノナハセンター 牡3鹿 56 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476－ 22：03．01� 10．4�
33 ティックルゴールド 牝3鹿 54 横山 典弘有限会社シルク田島 俊明 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 4 〃 ハナ 72．8�
77 マドリードカフェ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン

ズファーム 496－ 22：03．31
 23．9
（10頭）

売 得 金
単勝： 70，658，600円 複勝： 122，826，300円 枠連： 24，458，000円
馬連： 135，491，200円 馬単： 94，651，100円 ワイド： 57，126，200円
3連複： 157，397，900円 3連単： 363，678，600円 計： 1，026，287，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 220円 � 110円 � 810円 枠 連（4－8） 520円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 270円 �� 2，530円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ��� 37，870円

票 数

単勝票数 計 706586 的中 � 56852（4番人気）
複勝票数 計1228263 的中 � 106614（4番人気）� 551411（1番人気）� 21165（8番人気）
枠連票数 計 244580 的中 （4－8） 35048（2番人気）
馬連票数 計1354912 的中 �� 170911（2番人気）
馬単票数 計 946511 的中 �� 35494（6番人気）
ワイド票数 計 571262 的中 �� 63450（2番人気）�� 4956（24番人気）�� 8635（20番人気）
3連複票数 計1573979 的中 ��� 16845（25番人気）
3連単票数 計3636786 的中 ��� 7089（124番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．7―37．1―50．1―1：03．1―1：15．7―1：28．1―1：39．4―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

ヴォルシェーブ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2013．10．6 京都1着

2011．3．16生 牡3栗 母 ヴェイルオブアヴァロン 母母 Wind In Her Hair 5戦2勝 賞金 21，910，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時30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。

03080 2月23日 晴 良 （26東京1）第8日 第10競走 ��
��2，000�アメジストステークス

発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，25．2．16以降26．2．18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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

22 ミエノワンダー 牡4鹿 55 岩田 康誠里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 506－ 22：00．0 3．6�
33 リ ベ ル タ ス 牡6鹿 56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 508± 0 〃 クビ 43．4�
11 ブリッジクライム 牝5鹿 54 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 472＋162：00．1� 16．9�
712 トーセンアルニカ 牝4鹿 54 武 豊島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 450＋12 〃 クビ 5．7�
46 サフランディライト 牡6鹿 55 内田 博幸海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 488－ 22：00．2� 16．3	
34 リヤンドファミユ 牡4鹿 56 池添 謙一 
サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 42：00．3クビ 4．6�
610� ロッカデバルディ 牡4黒鹿54 浜中 俊吉田 和美氏 吉村 圭司 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

506－ 22：00．61	 5．9�
45 ローゼンケーニッヒ 牡5黒鹿56 C．デムーロ 
サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 474＋ 6 〃 クビ 10．7

（伊）

58 ツルミプラチナム 牡7黒鹿54 酒井 学
鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 480＋ 2 〃 アタマ 44．9�
57 ダイワズーム 牝5栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468± 02：00．7� 20．0�
69 オールアズワン 牡6黒鹿55 F．ベリー 宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 486＋ 22：00．8	 31．9�

（愛）

813 カフェリュウジン 牡4鹿 54 後藤 浩輝西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 524－ 62：00．9� 22．0�
711 エクセリオン 牡7芦 52 江田 照男岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 6 〃 クビ 277．8�
814 マイネルマーク 牡6青鹿56 U．リスポリ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B470－ 22：01．0クビ 29．3�
（仏）

（14頭）

売 得 金
単勝： 59，003，000円 複勝： 96，462，400円 枠連： 34，418，900円
馬連： 169，824，600円 馬単： 84，858，400円 ワイド： 64，893，100円
3連複： 208，338，100円 3連単： 343，791，700円 計： 1，061，590，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 870円 � 390円 枠 連（2－3） 1，160円

馬 連 �� 7，620円 馬 単 �� 13，080円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 1，060円 �� 6，870円

3 連 複 ��� 21，950円 3 連 単 ��� 127，310円

票 数

単勝票数 計 590030 的中 � 129381（1番人気）
複勝票数 計 964624 的中 � 193263（1番人気）� 23365（13番人気）� 59642（6番人気）
枠連票数 計 344189 的中 （2－3） 21932（5番人気）
馬連票数 計1698246 的中 �� 16461（29番人気）
馬単票数 計 848584 的中 �� 4789（54番人気）
ワイド票数 計 648931 的中 �� 6849（33番人気）�� 15639（10番人気）�� 2262（74番人気）
3連複票数 計2083381 的中 ��� 7007（83番人気）
3連単票数 計3437917 的中 ��� 1993（446番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．9―36．9―48．8―1：00．7―1：13．2―1：25．4―1：36．4―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミエノワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．15 中山5着

2010．4．16生 牡4鹿 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 11戦4勝 賞金 68，850，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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） 1頭 キッズニゴウハン号
（非抽選馬） 1頭 ボーイフレンド号
※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。

２レース目



03081 2月23日 晴 良 （26東京1）第8日 第11競走 ��
��1，600�第31回フェブラリーステークス（ＧⅠ）

発走15時40分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞・日本地方競馬馬主振興協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 94，000，000円 38，000，000円 24，000，000円 14，000，000円 9，400，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：34．4
1：33．3
1：34．6

重
良
稍重

713 コパノリッキー 牡4栗 57 田辺 裕信小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 530＋ 41：36．0 272．1�
815 ホッコータルマエ 牡5鹿 57 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム 506± 01：36．1� 3．6�
611 ベルシャザール 牡6青鹿57 C．デムーロ �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 540＋ 21：36．41	 2．7�

（伊）

36 ノーザンリバー 牡6鹿 57 戸崎 圭太林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 クビ 74．5�
612 ブライトライン 牡5青 57 福永 祐一�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 528＋ 41：36．5クビ 22．8	
24 ワンダーアキュート 牡8鹿 57 武 豊山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム 516＋ 2 〃 ハナ 10．0

714 ダノンカモン 牡8黒鹿57 三浦 皇成�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 532＋ 41：36．71� 181．2�
47 ニホンピロアワーズ 牡7青鹿57 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 528－16 〃 ハナ 7．8�
510 ドリームバレンチノ 牡7青 57 岩田 康誠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± 0 〃 クビ 94．8
11 ゴールスキー 牡7黒鹿57 F．ベリー �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 490＋ 61：36．8	 14．2�

（愛）

48 グランドシチー 牡7鹿 57 U．リスポリ �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 B498＋ 4 〃 アタマ 142．4�
（仏）

23 ソ ロ ル 牡4黒鹿57 G．ブノワ �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 480± 01：36．9クビ 66．9�
（仏）

12 � ベストウォーリア 牡4栗 57 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 510± 0 〃 ハナ 7．0�

59 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 526＋ 2 〃 ハナ 31．3�
816 シルクフォーチュン 牡8鹿 57 横山 典弘有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 470－ 21：37．21	 48．9�
35 � エーシントップ 牡4黒鹿57 内田 博幸�栄進堂 西園 正都 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

532＋ 21：38．58 78．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 417，838，600円 複勝： 606，798，600円 枠連： 283，044，800円 馬連： 1，460，545，900円 馬単： 826，410，200円
ワイド： 551，874，300円 3連複： 2，207，334，700円 3連単： 4，910，189，000円 5重勝： 637，720，600円 計： 11，901，756，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 27，210円 複 勝 � 3，310円 � 140円 � 140円 枠 連（7－8） 10，560円

馬 連 �� 84，380円 馬 単 �� 256，050円

ワ イ ド �� 15，760円 �� 14，890円 �� 240円

3 連 複 ��� 55，360円 3 連 単 ��� 949，120円

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

キャリーオーバー なし����� 12，719，950円

票 数

単勝票数 計4178386 的中 � 12102（16番人気）
複勝票数 計6067986 的中 � 27216（16番人気）� 1388318（2番人気）� 1493127（1番人気）
枠連票数 計2830448 的中 （7－8） 19796（23番人気）
馬連票数 計14605459 的中 �� 12775（82番人気）
馬単票数 計8264102 的中 �� 2382（175番人気）
ワイド票数 計5518743 的中 �� 7513（84番人気）�� 7956（79番人気）�� 713795（1番人気）
3連複票数 計22073347 的中 ��� 29426（115番人気）
3連単票数 計49101890 的中 ��� 3818（1073番人気）
5重勝票数 差引計6377206（返還計 13239） 的中 ����� 37

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．5―48．0―1：00．6―1：12．6―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．4
3 5，13（3，14）（6，15）（2，4，12）（7，10）（16，1，11）8，9 4 5，13（3，14）（6，15，12）（2，7，10）（4，11）（16，1，8）9

勝馬の
紹 介

コパノリッキー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．12．22 阪神8着

2010．3．24生 牡4栗 母 コパノニキータ 母母 ニホンピロローズ 8戦4勝 賞金 132，312，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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） 1頭 ケイアイレオーネ号
（非抽選馬） 2頭 ダブルスター号・ナイトフッド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03082 2月23日 晴 良 （26東京1）第8日 第12競走 ��
��2，100�

きんてい

金蹄ステークス
発走16時25分 （ダート・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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

59 � アメリカンウィナー 牡5青鹿57 内田 博幸吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote
Stud, Ltd. 502＋122：12．6 6．4�

23 ヴォーグトルネード 牡5栗 57 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460－12 〃 クビ 2．4�

36 ドレミファドン 牡6黒鹿57 吉田 豊千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム B500＋ 22：12．7	 14．7�
611 ギャザーロージズ 
7芦 57 F．ベリー 吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 494－ 22：13．01	 7．6�

（愛）

48 オメガスカイツリー 牡6黒鹿57 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 504± 02：13．1� 18．4�
815 バトードール 牡7栗 57 石橋 脩 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 522－ 22：13．2� 146．7	
47 リキサンステルス 牡4青鹿56 北村 宏司 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B474－ 82：13．41� 6．1

24 クラブトゥギャザー 牡8鹿 57 三浦 皇成原 �子氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 512± 02：13．61 49．2�
714 トウショウギフト 牡5鹿 57 岩部 純二トウショウ産業� 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－ 22：13．7クビ 21．0
12 サンマルデューク 牡5黒鹿57 武士沢友治相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 502± 02：13．91� 21．7�
713� グレイレジェンド 牡6芦 57 大庭 和弥小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 466± 0 〃 アタマ 133．2�
35 ニシノオウガイ 牡6黒鹿57 宮崎 北斗西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 494－ 42：14．32� 242．9�
510 ドラゴンヴォイス 牡6鹿 57 田中 勝春窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 450－ 4 〃 ハナ 118．5�
612 アグネスアンカー 牡8鹿 57 的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 B552＋ 62：14．83 261．3�
816 メイショウブンブク 牡8栗 57 G．ブノワ 松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 476＋142：16．39 89．8�

（仏）

11 タ ナ ト ス 牡6黒鹿57 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 460－ 2 （競走中止） 8．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 86，306，300円 複勝： 144，603，100円 枠連： 53，132，400円
馬連： 299，017，300円 馬単： 120，414，500円 ワイド： 99，268，600円
3連複： 306，322，300円 3連単： 608，974，700円 計： 1，718，039，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 140円 � 350円 枠 連（2－5） 730円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，540円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 19，550円

票 数

単勝票数 計 863063 的中 � 106844（3番人気）
複勝票数 計1446031 的中 � 160518（4番人気）� 368416（1番人気）� 85304（7番人気）
枠連票数 計 531324 的中 （2－5） 54171（2番人気）
馬連票数 計2990173 的中 �� 292188（2番人気）
馬単票数 計1204145 的中 �� 42415（6番人気）
ワイド票数 計 992686 的中 �� 71830（3番人気）�� 14706（21番人気）�� 34144（7番人気）
3連複票数 計3063223 的中 ��� 68597（8番人気）
3連単票数 計6089747 的中 ��� 22994（55番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．4―19．3―32．0―44．6―57．4―1：10．3―1：23．1―1：36．0―1：48．3―2：00．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンウィナー �
�
父 Bernardini �

�
母父 Kingmambo デビュー 2011．11．13 東京6着

2009．3．3生 牡5青鹿 母 Zappeuse 母母 Danseuse du Nord 19戦5勝 賞金 100，385，000円
〔競走中止〕 タナトス号は，発走直後につまずき，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キクノソル号・コウユーヒーロー号・スターバリオン号・メタギャラクシー号
※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。

５レース目



（26東京1）第8日 2月23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 180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

373，120，000円
2，080，000円
5，760，000円
6，270，000円
34，590，000円
71，143，000円
5，272，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
856，392，200円
1，409，662，500円
549，312，600円
2，595，832，000円
1，464，595，200円
1，035，051，100円
3，596，074，000円
7，371，425，500円
637，720，600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 19，516，065，700円

総入場人員 47，362名 （有料入場人員 45，703名）
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