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03085 2月22日 曇 良 （27東京1）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 ロックキャンディ 牝3黒鹿54 柴山 雄一�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 470± 01：27．1 2．2�
510 リリーグランツ 牝3鹿 54 吉田 豊森岡 幸人氏 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B432± 0 〃 クビ 4．3�
48 ラミアカーサ 牝3栗 54 岩田 康誠藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422± 01：27．41� 8．1�
59 スマイルハッピー 牝3鹿 54 北村 宏司臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 436＋ 21：27．72 22．3�
47 ミルファンティ 牝3芦 54 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 458＋101：28．23 7．7	

（仏）

35 エスティルンバ 牝3栗 54 菅原 隆一 �エスティファーム 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 424＋ 21：28．41 45．0


36 スキップハート 牝3鹿 54
53 ☆松若 風馬飯田 良枝氏 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 452＋ 21：28．61� 141．2�

11 キョウエイボサツ 牝3栗 54 武士沢友治田中 晴夫氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 458－ 21：28．7� 62．1�
815 ナンヨーネイプ 牝3鹿 54 吉原 寛人中村 德也氏 伊藤 大士 日高 千葉飯田牧場 526＋12 〃 クビ 128．9

（川崎）

714 アヤミーチャン 牝3栗 54 武 豊小林 祥晃氏 武藤 善則 新冠 カミイスタット 446＋101：29．01� 14．1�
23 オーラクィーン 牝3芦 54 横山 典弘福島 祐子氏 小島 茂之 新ひだか 岡野牧場 446＋ 61：29．1� 39．7�
24 ペイシャランラン 牝3鹿 54 左海 誠二北所 直人氏 高橋 義博 様似 清水スタッド 430＋ 21：29．73� 21．8�

（船橋）

713 ペネトレイト 牝3鹿 54
51 ▲井上 敏樹青山 英昭氏 和田 雄二 日高 新井 昭二 394－141：30．12� 101．5�

816 ブレイクダンサー 牝3鹿 54
51 ▲木幡 初也安原 浩司氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 430＋ 41：30．31 133．9�

12 バトルヴィゴーレ 牝3黒鹿 54
51 ▲石川裕紀人宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 436＋ 41：31．36 15．8�

612 ビップフライト 牝3鹿 54 三浦 皇成山上 和良氏 新開 幸一 浦河 江渡 繁治 516＋101：31．72� 125．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，765，400円 複勝： 40，037，600円 枠連： 17，697，400円
馬連： 63，581，100円 馬単： 35，583，100円 ワイド： 33，469，300円
3連複： 79，338，200円 3連単： 109，343，500円 計： 403，815，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 130円 � 170円 枠 連（5－6） 350円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 200円 �� 360円 �� 520円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 2，860円

票 数

単勝票数 計 247654 的中 � 87169（1番人気）
複勝票数 計 400376 的中 � 122061（1番人気）� 81248（2番人気）� 43262（3番人気）
枠連票数 計 176974 的中 （5－6） 38746（1番人気）
馬連票数 計 635811 的中 �� 103026（1番人気）
馬単票数 計 355831 的中 �� 33841（1番人気）
ワイド票数 計 334693 的中 �� 50429（1番人気）�� 22158（3番人気）�� 14299（5番人気）
3連複票数 計 793382 的中 ��� 66671（1番人気）
3連単票数 計1093435 的中 ��� 27622（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．4―49．1―1：01．9―1：14．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F38．0
3 ・（12，13）9（7，11）（2，6，8）5（10，16）3，4－14，1－15 4 ・（12，13）（7，9，11）（6，8）10，5（3，4，16）－（2，1，14）－15

勝馬の
紹 介

ロックキャンディ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Montjeu デビュー 2014．11．1 東京4着

2012．4．14生 牝3黒鹿 母 ガ ッ ビ ア 母母 ガ バ ー ナ 6戦1勝 賞金 11，400，000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 カクテルトウショウ号・デルマゴシンゾサン号・ニシノバランス号
※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。

03086 2月22日 曇 良 （27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

24 ア ル タ イ ル 牡3栗 56 岩田 康誠藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B488＋ 41：25．5 4．4�
714 トウショウカウント 牡3栗 56 内田 博幸トウショウ産業� 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 490＋ 41：25．71 14．0�
35 ノ ボ バ カ ラ 牡3栗 56 浜中 俊�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 496± 01：26．12� 2．0�
47 カ イ マ ノ ア 牡3栗 56 横山 典弘山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 492＋ 61：26．2� 45．3�
816 コンドルヒデオ 牡3鹿 56 F．ベリー Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 小島牧場 488＋ 21：26．3クビ 6．0�

（愛）

59 ギ ン パ リ 牡3青鹿56 武士沢友治新井原 博氏 小桧山 悟 新冠 守矢牧場 486± 01：26．61� 108．3	
612 アキトフォルテ 牡3鹿 56 武 豊岡田 昭利氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 522＋161：26．7� 10．8

510 サンクタリリアス 牝3芦 54 柴山 雄一�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 468＋ 41：26．91� 229．3�
12 ショウナンライコウ 牡3鹿 56

55 ☆松若 風馬国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 490＋ 81：27．0� 208．4
815 ナンゴクロマンス 牝3鹿 54 吉原 寛人平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 450－ 81：27．1クビ 27．0�

（川崎）

713 タケルラグーン 牡3鹿 56 石橋 脩森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 456± 01：27．31� 86．7�
36 ストロングトリトン 牡3鹿 56 三浦 皇成村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476＋ 81：27．61� 23．6�
23 ココロノママニ 牝3黒鹿54 左海 誠二�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 432＋ 41：27．7� 105．5�

（船橋）

11 アルノルフィーニ 牡3鹿 56 C．デムーロ�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 450＋ 4 〃 クビ 46．4�
（仏）

48 コスモシュアー 牡3芦 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高木 登 新ひだか 坂本 春雄 450＋ 21：27．8� 81．6�
611 マコトカンパネッロ 牝3栗 54 蛯名 正義�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 434＋121：28．54 27．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，359，200円 複勝： 51，120，300円 枠連： 19，320，400円
馬連： 72，208，600円 馬単： 39，518，700円 ワイド： 40，829，200円
3連複： 87，108，400円 3連単： 127，507，700円 計： 467，972，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 130円 � 200円 � 110円 枠 連（2－7） 2，080円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 560円 �� 190円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 10，510円

票 数

単勝票数 計 303592 的中 � 54235（2番人気）
複勝票数 計 511203 的中 � 96918（2番人気）� 41005（4番人気）� 173913（1番人気）
枠連票数 計 193204 的中 （2－7） 7187（9番人気）
馬連票数 計 722086 的中 �� 24054（8番人気）
馬単票数 計 395187 的中 �� 7610（13番人気）
ワイド票数 計 408292 的中 �� 16112（6番人気）�� 64094（1番人気）�� 26767（4番人気）
3連複票数 計 871084 的中 ��� 53546（3番人気）
3連単票数 計1275077 的中 ��� 8793（24番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．1―12．5―12．2―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．4―36．5―49．0―1：01．2―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．5
3 1（4，7）5，14（2，16）（3，8）（10，11）（12，13）6－9，15 4 ・（1，4，7）（5，14）16，2（3，8）11（10，13）12，6（15，9）

勝馬の
紹 介

ア ル タ イ ル �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2014．7．19 福島5着

2012．4．24生 牡3栗 母 トップオブドーラ 母母 Maltese Dianne 6戦2勝 賞金 15，800，000円
〔騎手変更〕 アルノルフィーニ号の騎手御神本訓史は，負傷のためC．デムーロに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 カネータ号・ダイワインパルス号・ノボハニーチャン号・ビレッジトプテム号・ファンシーリシェス号
※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。

第１回 東京競馬 第８日



03087 2月22日 曇 良 （27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
1：34．1
1：33．3

不良
良

611 ルールソヴァール 牡3栗 56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 21：39．7 3．1�

510 トーセンラムセス 牡3鹿 56 吉原 寛人島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ
スティファーム 498－ 2 〃 アタマ 12．5�

（川崎）

815 ブラゾンドゥリス 牡3鹿 56 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 492＋ 81：39．91� 80．1�

612 プレーケストーレン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太スリースターズレーシング 奥村 武 新ひだか タツヤファーム 530＋ 21：40．64 6．4�
714 レインボーシャワー 牝3鹿 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 日高 日高大洋牧場 500－ 6 〃 クビ 12．9	
47 リーディングライツ 牡3鹿 56 三浦 皇成 
キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：41．13 27．8�
48 ロマンホープ 牡3黒鹿56 左海 誠二菅 實氏 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 442＋ 4 〃 アタマ 50．9�

（船橋）

12 トーセンヌーヴォー 牡3栗 56 田中 勝春島川 �哉氏 成島 英春 新冠 秋田牧場 456－ 4 〃 ハナ 17．3
23 ベルウッドケルン 牡3栗 56 吉田 豊鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 480－ 41：41．2� 36．9�
24 ビレッジカリビアン 牡3黒鹿56 勝浦 正樹村山 輝雄氏 高橋 文雅 浦河 上山牧場 504＋ 2 〃 アタマ 42．5�
713 デストリーライズ 牡3鹿 56 内田 博幸広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 490＋ 21：41．3� 3．3�
36 ヴェルデプラート 牡3栗 56 F．ベリー 落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 450＋ 41：41．5� 9．6�

（愛）

816 シゲルナマハゲ 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 430－ 61：42．03 123．2�
59 ヴ ュ ル ガ ー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 木村 哲也 新ひだか 聖心台牧場 478± 01：42．74 181．9�
35 ル ミ ナ ス 牡3鹿 56 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 B526＋ 41：43．44 41．4�
11 オトコノヒマツリ 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 486＋141：43．82� 224．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，067，300円 複勝： 46，652，500円 枠連： 20，777，800円
馬連： 71，676，800円 馬単： 38，007，200円 ワイド： 40，251，300円
3連複： 87，926，900円 3連単： 119，048，000円 計： 454，407，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 260円 � 1，820円 枠 連（5－6） 1，090円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 840円 �� 5，880円 �� 11，500円

3 連 複 ��� 43，180円 3 連 単 ��� 133，190円

票 数

単勝票数 計 300673 的中 � 76591（1番人気）
複勝票数 計 466525 的中 � 87534（2番人気）� 46363（4番人気）� 4994（13番人気）
枠連票数 計 207778 的中 （5－6） 14720（3番人気）
馬連票数 計 716768 的中 �� 32027（5番人気）
馬単票数 計 380072 的中 �� 11296（6番人気）
ワイド票数 計 402513 的中 �� 13003（6番人気）�� 1721（49番人気）�� 875（67番人気）
3連複票数 計 879269 的中 ��� 1527（105番人気）
3連単票数 計1190480 的中 ��� 648（365番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．5―49．7―1：03．0―1：15．5―1：27．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F36．7
3 15（11，10）（7，9，13）12，6（4，2，3）14，8，1（16，5） 4 15（11，10）（7，9，13）（12，6）（4，2，3，14）8（1，16）－5

勝馬の
紹 介

ルールソヴァール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．2．7 東京4着

2012．5．20生 牡3栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 2戦1勝 賞金 5，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エストレージャ号・グランシャリオ号・ケンリュウセイ号・ブラウンゴッデス号・ホッカイブラザーズ号・

マウントミッチェル号
※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。

03088 2月22日 曇 良 （27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

47 エイブルボス 牡3黒鹿56 三浦 皇成中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 456－ 21：37．2 15．7�
11 マンゴジェリー 牡3鹿 56 福永 祐一窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 458＋ 21：37．41� 2．7�
815 ロジダーリング 牡3鹿 56 浜中 俊久米田正明氏 新開 幸一 洞�湖 レイクヴィラファーム B460＋ 4 〃 アタマ 34．6�
714 クインズミラーグロ 牝3黒鹿54 武 豊 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 436± 0 〃 クビ 10．2�
510 ミッキージョイ 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 492＋ 21：37．72 2．0�
816 ステラグレイス 牝3鹿 54 蛯名 正義林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 有限会社石川牧場 490＋161：37．8クビ 23．3	
612 メイショウスターク 牡3青鹿56 岩田 康誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 林 孝輝 440± 0 〃 アタマ 39．2

36 フジハイドランジア 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人藤田 達男氏 清水 英克 新冠 佐藤 信広 442＋ 81：37．9� 175．1�
59 マイネルヴェッケン 牡3鹿 56 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 大平牧場 492＋261：38．11� 287．2�
24 シンボリゴッホ 牡3青鹿56 江田 照男シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 440－141：38．31� 69．4
35 ハーモニックソウル 牝3鹿 54 C．デムーロ �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 ハナ 19．7�

（仏）

713 ムーンビューティ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 前田 宗将 448－ 81：38．4� 517．7�

23 トーセンコスモ 牡3青 56
53 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋ 21：38．61� 28．6�
611 キタノマドンナ 牝3黒鹿54 北村 宏司�木村牧場 高橋 裕 日高 新井 弘幸 474＋ 61：39．34 52．3�
12 ナンヨーピューピル 牡3黒鹿56 吉田 豊中村 德也氏 杉浦 宏昭 日高 合資会社カ

ネツ牧場 480＋141：39．83 105．6�
48 セイカヒカワザカ 牡3芦 56 松山 弘平久米 誠氏 小野 次郎 日高 藤本 友則 420± 01：40．01� 443．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，101，700円 複勝： 48，450，800円 枠連： 21，356，500円
馬連： 78，270，300円 馬単： 48，454，700円 ワイド： 41，457，600円
3連複： 101，085，300円 3連単： 165，129，300円 計： 536，306，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 390円 � 130円 � 550円 枠 連（1－4） 2，280円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 7，290円

ワ イ ド �� 670円 �� 4，270円 �� 750円

3 連 複 ��� 11，520円 3 連 単 ��� 103，110円

票 数

単勝票数 計 321017 的中 � 16301（4番人気）
複勝票数 計 484508 的中 � 26152（4番人気）� 135965（2番人気）� 17021（8番人気）
枠連票数 計 213565 的中 （1－4） 7259（7番人気）
馬連票数 計 782703 的中 �� 30112（5番人気）
馬単票数 計 484547 的中 �� 4981（23番人気）
ワイド票数 計 414576 的中 �� 16556（4番人気）�� 2344（35番人気）�� 14598（6番人気）
3連複票数 計1010853 的中 ��� 6579（31番人気）
3連単票数 計1651293 的中 ��� 1161（229番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．5―12．8―12．9―11．6―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．5―37．0―49．8―1：02．7―1：14．3―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイブルボス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．1．24 中山5着

2012．3．18生 牡3黒鹿 母 エイブルアロー 母母 カネヤマシカダ 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔発走状況〕 トーセンコスモ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スターキャスト号
※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。



03089 2月22日 曇 良 （27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
1：43．9

良
良

36 ロッカフェスタ 牡3青鹿56 F．ベリー �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 450 ―1：51．9 3．9�
（愛）

35 モアザンソニック 牡3栗 56 松山 弘平岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：52．32� 21．7�
11 ワンディトウショウ 牝3黒鹿54 内田 博幸トウショウ産業� 天間 昭一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456 ―1：52．51� 78．4�
815 エバーシャルマン 牝3黒鹿54 石橋 脩宇田 豊氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 458 ―1：52．71� 19．5�
23 シンディーア 牝3栗 54 戸崎 圭太丸山 担氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 412 ―1：52．8	 19．0	
510 アリビアール 牡3黒鹿56 柴山 雄一多田 信尊氏 藤沢 和雄 青森 一山育成牧場 452 ―1：52．9	 18．6

713 ザハッピエスト 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 正志氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 402 ― 〃 ハナ 4．1�
24 ボンヌヴェル 牝3鹿 54 C．デムーロ 堀 祥子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 474 ―1：53．11� 9．4�

（仏）

12 ネコハッピー 牝3黒鹿54 吉原 寛人桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 432 ―1：53．2クビ 15．8
（川崎）

714 エターナルクライ 牡3栗 56 北村 宏司窪田 康志氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 508 ―1：53．41� 3．9�
612 ペルセフォネ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 418 ―1：53．61� 196．7�
47 タイドミュージック 牝3鹿 54 武士沢友治植木 茂年氏 伊藤 正徳 日高 春木 昭雄 454 ―1：54．66 211．8�
48 ノーススウェル 牝3黒鹿54 的場 勇人 �ダイヤモンドファーム 浅野洋一郎 浦河 北俣牧場 396 ―1：54．7	 130．9�
816 マンハッタンガビー 牝3青鹿54 岩田 康誠菅原 広隆氏 根本 康広 様似 猿倉牧場 444 ― 〃 クビ 34．5�
611 オンディーナ 牝3黒鹿54 江田 照男寺田 寿男氏 伊藤 正徳 浦河 上山牧場 416 ―2：04．1大差 167．4�
59 タイガーアイアン 牡3栗 56 横山 典弘 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 488 ― （競走中止） 14．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，609，000円 複勝： 43，100，900円 枠連： 26，389，800円
馬連： 68，069，500円 馬単： 37，322，600円 ワイド： 32，625，400円
3連複： 75，751，200円 3連単： 102，808，700円 計： 415，677，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 490円 � 1，840円 枠 連（3－3） 4，080円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 4，800円 �� 14，190円

3 連 複 ��� 76，050円 3 連 単 ��� 204，770円

票 数

単勝票数 計 296090 的中 � 59668（1番人気）
複勝票数 計 431009 的中 � 79906（1番人気）� 21121（7番人気）� 4909（12番人気）
枠連票数 計 263898 的中 （3－3） 5012（12番人気）
馬連票数 計 680695 的中 �� 14369（15番人気）
馬単票数 計 373226 的中 �� 5256（22番人気）
ワイド票数 計 326254 的中 �� 6908（13番人気）�� 1732（47番人気）�� 580（73番人気）
3連複票数 計 757512 的中 ��� 747（158番人気）
3連単票数 計1028087 的中 ��� 364（586番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―12．9―13．0―13．3―13．3―11．6―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．6―38．5―51．5―1：04．8―1：18．1―1：29．7―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

ロッカフェスタ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Sri Pekan 初出走

2012．3．8生 牡3青鹿 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 タイガーアイアン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 オンディーナ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アサクサキンボシ号・オランピア号・オールディーズ号・ジャングルスコール号・スイートネージュ号・

スカイトップ号・タイセイブレイド号・ドラゴンハピネス号・ナーティーボーイ号・マサノエリザベス号・
ラブノキセキ号・ルスナイパンドラ号・レオアルテミス号・ワンダーヘルト号

※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。

03090 2月22日 曇 良 （27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

714 サクラルコール 牡4栃栗57 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 494－ 21：26．2 2．1�
815 ダイチヴュルデ 牡4鹿 57 吉原 寛人 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 448± 01：26．41 15．4�

（川崎）

816 ディアポジション 牡4黒鹿57 内田 博幸ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 B482＋ 41：26．93 23．1�
612 モリトハリウッド 牡4鹿 57 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B510± 01：27．0� 24．1�
35 サタンズクラウン 牡4栗 57 C．デムーロ �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 546－ 2 〃 ハナ 11．5	

（仏）

36 フジノゴトク 牡4栗 57 北村 宏司平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 510－ 6 〃 アタマ 4．2

47 モントボーゲン 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也 �サンデーレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 484＋121：27．1� 102．2�
12 キョウエイマグマ 牡4鹿 57 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 474－ 21：27．2� 4．9�
510� ナルミチャン 牝5鹿 55 松山 弘平�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 480＋121：27．51� 202．1
59 ハイフロンティア 牡5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 496＋10 〃 クビ 115．3�
23 キーコレクション 牡5栗 57

54 ▲石川裕紀人北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 456± 01：27．6� 208．7�
611 ジャストフレンズ 牝6鹿 55

54 ☆松若 風馬阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 444＋ 41：27．8� 228．5�
48 グラスルノン 牝4鹿 55 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 480－ 21：28．54 116．8�
24 コグノセンティ 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �社台レースホース田島 俊明 安平 追分ファーム 488＋181：28．6� 87．0�
713 ア ビ ス コ 牡5芦 57 F．ベリー 金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 504＋ 21：28．7� 23．1�
（愛）

11 ナンヨーノキョー 牝5黒鹿55 左海 誠二中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 466＋221：29．76 334．8�
（船橋）

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，141，200円 複勝： 47，323，700円 枠連： 25，187，100円
馬連： 88，912，400円 馬単： 49，621，000円 ワイド： 43，883，600円
3連複： 100，045，700円 3連単： 159，360，600円 計： 546，475，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 280円 � 370円 枠 連（7－8） 680円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 460円 �� 680円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 12，820円

票 数

単勝票数 計 321412 的中 � 122404（1番人気）
複勝票数 計 473237 的中 � 127561（1番人気）� 37129（5番人気）� 25857（7番人気）
枠連票数 計 251871 的中 （7－8） 28397（3番人気）
馬連票数 計 889124 的中 �� 55993（4番人気）
馬単票数 計 496210 的中 �� 23437（5番人気）
ワイド票数 計 438836 的中 �� 26234（4番人気）�� 16729（7番人気）�� 5605（19番人気）
3連複票数 計1000457 的中 ��� 16734（15番人気）
3連単票数 計1593606 的中 ��� 9009（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―36．1―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4F50．1―3F37．2
3 9（8，7）（5，13）（4，10，14）（1，16，12）（2，6）11（3，15） 4 9（8，7）（4，5）（10，13）（1，14，12，15）（2，16，6）11，3

勝馬の
紹 介

サクラルコール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラローレル デビュー 2014．5．18 東京6着

2011．2．25生 牡4栃栗 母 サクラセレーネ 母母 サクラメールディ 7戦2勝 賞金 20，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 デュナトス号・ハルズハッピー号・リノワール号
（非抽選馬） 4頭 オンタケハート号・ターゲットゾーン号・ヒメスズラン号・ペリーホワイト号
※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。



03091 2月22日 曇 良 （27東京1）第8日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時25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
1：56．1
1：56．1

良
良

57 キタサンブラック 牡3鹿 56 北村 宏司�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 504－ 62：01．4 48．4�
46 サトノラーゼン 牡3鹿 56 福永 祐一里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 452－ 82：01．93 13．8�
58 � グラブザフラッグ 牡3栗 56 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 480± 02：02．0� 50．9�
711� ダッシングブレイズ 牡3栗 56 浜中 俊グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

478－ 22：02．21	 2．8�
69 エ ミ ネ ス ク 牡3栗 56 C．デムーロ �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 クビ 5．1	

（仏）

610 サンマルティン 牡3栗 56 横山 典弘 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496＋142：02．41	 4．1

45 マイネルポルトゥス 牡3鹿 56 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 474－ 62：02．5クビ 84．7�
22 クインズラピス 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 456－ 4 〃 アタマ 18．3�
712 エニグマバリエート 牡3青鹿56 岩田 康誠平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 アタマ 50．9
33 コアプライド 牡3鹿 56 F．ベリー 前田 幸治氏 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋ 42：03．24 10．4�
（愛）

34 ラブユアマン 牡3栗 56 戸崎 圭太 M・
Kenichiホールディング� 尾関 知人 新ひだか タガミファーム 448－ 4 〃 クビ 19．6�

814 シンキングロージス 牡3黒鹿 56
53 ▲木幡 初也佐藤 雄司氏 鹿戸 雄一 新冠 浜口牧場 476＋182：03．51
 67．5�

11 テンプルオブラブ 牝3鹿 54 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 430± 02：05．6大差 460．6�
813 ウェルブレッド 牡3黒鹿56 武 豊 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434± 02：05．81	 9．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 54，527，700円 複勝： 79，981，300円 枠連： 26，558，200円
馬連： 119，550，200円 馬単： 59，638，300円 ワイド： 62，340，900円
3連複： 132，570，200円 3連単： 193，313，400円 計： 728，480，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，840円 複 勝 � 1，150円 � 430円 � 1，140円 枠 連（4－5） 7，930円

馬 連 �� 20，810円 馬 単 �� 47，330円

ワ イ ド �� 4，080円 �� 10，970円 �� 4，800円

3 連 複 ��� 109，020円 3 連 単 ��� 645，860円

票 数

単勝票数 計 545277 的中 � 9005（9番人気）
複勝票数 計 799813 的中 � 17675（11番人気）� 52719（6番人気）� 17839（10番人気）
枠連票数 計 265582 的中 （4－5） 2594（22番人気）
馬連票数 計1195502 的中 �� 4452（47番人気）
馬単票数 計 596383 的中 �� 945（103番人気）
ワイド票数 計 623409 的中 �� 3962（38番人気）�� 1457（67番人気）�� 3362（45番人気）
3連複票数 計1325702 的中 ��� 912（197番人気）
3連単票数 計1933134 的中 ��� 217（1127番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―35．5―47．6―59．8―1：12．4―1：24．6―1：36．7―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8

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

勝馬の
紹 介

キタサンブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．1．31 東京1着

2012．3．10生 牡3鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 2戦2勝 賞金 13，200，000円
※テンプルオブラブ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

03092 2月22日 曇 良 （27東京1）第8日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時55分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

35 ビ リ オ ネ ア 牝5鹿 55 福永 祐一間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 444－ 21：22．4 32．3�
12 シニョリーナ 牝4青鹿55 江田 照男髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B450－ 4 〃 クビ 39．1�
816 コスモエルデスト 牝4鹿 55 C．デムーロ �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 456－ 4 〃 ハナ 5．4�

（仏）

611� シーギリヤガール 牝5栗 55
52 ▲石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 462＋ 21：22．5クビ 21．4�

48 タガノザイオン 牡8鹿 57 武 豊八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 492± 0 〃 クビ 8．4�

510 アスコルティ 牝4黒鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472＋201：22．71	 8．6	
59 � レッドガルシア 牡6栗 57 吉田 豊 
東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B510± 01：22．8クビ 182．8�
24 サンライズポパイ 牡7鹿 57 内田 博幸松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 482＋ 2 〃 ハナ 22．8�
714 ナオミノユメ 牝6鹿 55 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 クビ 60．8
612 アンブリッジ 牡5鹿 57 田中 勝春佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 476－ 41：22．9クビ 3．5�
47 
 レッドシャンクス �6鹿 57 北村 宏司 
東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd 480－ 6 〃 クビ 10．9�
36 ラインミーティア 牡5鹿 57 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 490＋281：23．11	 79．7�
713� ビットアレグロ 牡6栗 57 三浦 皇成礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B496＋121：23．41� 237．1�
815 リーサルウェポン 牝4鹿 55 F．ベリー Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 424－ 41：23．61	 3．9�

（愛）

11 ファイアマーシャル 牝5鹿 55 吉原 寛人 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 450－ 61：23．81	 101．5�
（川崎）

23 ブライトチェリー 牝5芦 55 蛯名 正義 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 462± 01：24．01	 74．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，736，700円 複勝： 59，854，700円 枠連： 34，315，700円
馬連： 109，875，000円 馬単： 51，676，300円 ワイド： 52，459，500円
3連複： 123，825，600円 3連単： 171，486，500円 計： 642，230，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，230円 複 勝 � 850円 � 710円 � 270円 枠 連（1－3） 15，980円

馬 連 �� 43，800円 馬 単 �� 95，460円

ワ イ ド �� 8，260円 �� 2，630円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 88，190円 3 連 単 ��� 702，410円

票 数

単勝票数 計 387367 的中 � 9568（9番人気）
複勝票数 計 598547 的中 � 16975（10番人気）� 20684（9番人気）� 66573（3番人気）
枠連票数 計 343157 的中 （1－3） 1664（29番人気）
馬連票数 計1098750 的中 �� 1944（69番人気）
馬単票数 計 516763 的中 �� 406（138番人気）
ワイド票数 計 524595 的中 �� 1621（61番人気）�� 5184（28番人気）�� 4082（36番人気）
3連複票数 計1238256 的中 ��� 1053（193番人気）
3連単票数 計1714865 的中 ��� 177（1255番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．1―48．1―59．2―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．3
3 10，11（2，16）（6，7）5（9，14）4，15（8，13）12－1，3 4 ・（10，11）（16，7）2（6，9）5（4，14）12（8，13，15）－1，3

勝馬の
紹 介

ビ リ オ ネ ア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ラグビーボール デビュー 2012．9．1 札幌1着

2010．4．10生 牝5鹿 母 タフネススター 母母 ユキノサクラ 20戦3勝 賞金 43，331，000円
※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。



03093 2月22日 曇 良 （27東京1）第8日 第9競走 ��
��1，600�ヒヤシンスステークス

発走14時25分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

48 � ゴールデンバローズ 牡3栗 56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Crossed Sa-
bres Farm 508－ 21：37．1 1．4�

612 イーデンホール 牡3栗 56 吉田 豊�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 486＋ 21：37．73	 20．5�
24 クロスクリーガー 牡3鹿 56 岩田 康誠辻 高史氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 464± 0 〃 クビ 6．8�
714 ディアドムス 牡3鹿 58 三浦 皇成ディアレスト 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B484＋ 1 〃 アタマ 25．7�
713 ブルームーン 牡3鹿 56 浜中 俊�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 21：38．33	 23．9�
59 タップザット 牡3芦 57 福永 祐一 P.G．ファッジ氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：38．4クビ 9．5	
11 ペプチドウォヘッド 牡3鹿 56 F．ベリー 沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 464＋ 41：38．5
 11．2


（愛）

815 タイセイラビッシュ 牡3鹿 56 内田 博幸田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488＋ 51：38．71	 53．1�
36 ス ル タ ー ナ 牝3鹿 54 横山 典弘�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 454－ 61：38．8	 66．8
47 � オウマタイム 牡3鹿 56 左海 誠二山口 裕介氏 林 正人 新ひだか 原 フアーム 450－ 61：38．9
 218．4�

（船橋） （船橋）

12 フィールドスラッピ 牝3鹿 54 松山 弘平 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 426± 01：39．0
 214．8�
611 クリノダイスーシー 牡3鹿 56 石橋 脩栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 厚賀古川牧場 484－161：39．21� 256．6�
23 プレシャスルージュ 牡3黒鹿56 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472－121：39．4
 41．1�
510� パーティメーカー 牡3栗 56 吉原 寛人山口 裕介氏 小久保 智 浦河 昭和牧場 468± 01：40．03	 248．8�

（浦和） （川崎）

816� ワンダフルラスター 牡3鹿 56 C．デムーロ �シルクレーシング 音無 秀孝 米 Spendthrift
Farm LLC 516＋ 41：40．21 28．6�

（仏）

35  タケルオウジ 牡3芦 56 柴山 雄一森 保彦氏 加藤 征弘 日高 沖田牧場 492－ 21：40．73 421．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 68，888，200円 複勝： 137，850，100円 枠連： 37，721，000円
馬連： 164，918，800円 馬単： 108，074，700円 ワイド： 75，628，800円
3連複： 192，478，400円 3連単： 403，937，200円 計： 1，189，497，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 240円 � 170円 枠 連（4－6） 1，560円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 480円 �� 260円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 9，670円

票 数

単勝票数 計 688882 的中 � 368126（1番人気）
複勝票数 計1378501 的中 � 767835（1番人気）� 66067（5番人気）� 124116（2番人気）
枠連票数 計 377210 的中 （4－6） 18735（6番人気）
馬連票数 計1649188 的中 �� 92976（4番人気）
馬単票数 計1080747 的中 �� 47963（4番人気）
ワイド票数 計 756288 的中 �� 39490（4番人気）�� 85000（1番人気）�� 13720（14番人気）
3連複票数 計1924784 的中 ��� 55124（6番人気）
3連単票数 計4039372 的中 ��� 30265（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．5―47．7―1：00．3―1：12．6―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゴールデンバローズ �
�
父 Tapit �

�
母父 Mayakovsky デビュー 2014．11．8 東京2着

2012．2．14生 牡3栗 母 Mother Russia 母母 Still Secret 4戦3勝 賞金 33，371，000円
〔騎手変更〕 パーティメーカー号の騎手御神本訓史は，負傷のため吉原寛人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カラパナビーチ号・トーセンスパンキー号・ハタノヴォラーレ号
※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。

03094 2月22日 曇 良 （27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，26．2．22以降27．2．15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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

11 ダノンジェラート 牡6鹿 57 横山 典弘�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498＋122：00．8 2．4�
34 � シャドウパーティー 牡6鹿 56 F．ベリー 飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 508± 0 〃 クビ 19．2�
（愛）

610 レコンダイト 牡5黒鹿56 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 464＋122：00．9クビ 8．5�

33 ロンギングダンサー 牡6黒鹿54 吉田 豊坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 492＋ 22：01．11� 57．6�
711 マイネオーラム 牝4鹿 52 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 22：01．2� 22．3�
45 サトノフェラーリ 牡4鹿 55 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 468＋ 42：01．3クビ 6．3	
814 ピ オ ネ ロ 牡4鹿 55 武 豊 
キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484－12 〃 ハナ 5．1�
57 キッズニゴウハン 牡7栗 54 江田 照男瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 〃 ハナ 114．0
46 メイクアップ 牡4栗 54 福永 祐一岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 468± 0 〃 アタマ 6．4�
712 エバーグリーン 牡7青 54 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 508－ 4 〃 アタマ 26．4�
22 ロジサンデー 牡6鹿 54 村田 一誠久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 476－ 22：01．51	 121．8�
58 ハーキュリーズ 牡7鹿 55 C．デムーロ 
社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 444－102：02．24 32．7�

（仏）

69 カネトシマーシャル 牡7鹿 55 石橋 脩兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 516＋ 62：02．41� 142．9�
813 アップルジャック 牡7黒鹿53 嘉藤 貴行藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 504－122：03．14 137．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 56，780，100円 複勝： 82，465，000円 枠連： 42，497，200円
馬連： 186，459，100円 馬単： 93，982，700円 ワイド： 73，025，200円
3連複： 207，803，200円 3連単： 350，133，200円 計： 1，093，145，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 370円 � 240円 枠 連（1－3） 1，420円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 710円 �� 440円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 12，880円

票 数

単勝票数 計 567801 的中 � 187366（1番人気）
複勝票数 計 824650 的中 � 251094（1番人気）� 41625（6番人気）� 72735（5番人気）
枠連票数 計 424972 的中 （1－3） 23171（6番人気）
馬連票数 計1864591 的中 �� 89696（5番人気）
馬単票数 計 939827 的中 �� 33069（7番人気）
ワイド票数 計 730252 的中 �� 26264（6番人気）�� 46180（4番人気）�� 9529（24番人気）
3連複票数 計2078032 的中 ��� 45616（10番人気）
3連単票数 計3501332 的中 ��� 19694（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．9―37．3―49．7―1：02．4―1：14．4―1：26．2―1：37．6―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンジェラート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pivotal デビュー 2012．3．31 中山2着

2009．2．22生 牡6鹿 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 14戦5勝 賞金 107，812，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 ハーキュリーズ号の騎手御神本訓史は，負傷のためC．デムーロに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ファントムライト号・マイネルマーク号・リメインサイレント号・ローゼンケーニッヒ号
※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



03095 2月22日 曇 良 （27東京1）第8日 第11競走 ��
��1，600�第32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 3，444，000円 984，000円 492，000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

1：34．1
1：33．3
1：34．6

不良
良
稍重

24 コパノリッキー 牡5栗 57 武 豊小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 536－ 21：36．3 2．1�
714 インカンテーション 牡5鹿 57 内田 博幸�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 488－ 81：36．4� 13．8�
510	 ベストウォーリア 牡5栗 57 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Buck Pond

Farm, Inc 512＋ 61：36．5
 6．4�
47 グレープブランデー 牡7黒鹿57 北村 宏司 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B536－ 41：36．6� 46．8�
11 ローマンレジェンド 牡7黒鹿57 岩田 康誠太田珠々子氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 508＋ 7 〃 ハナ 9．0�
611 ワイドバッハ 牡6鹿 57 蛯名 正義幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 490± 0 〃 ハナ 6．3	
59 サ ン ビ ス タ 牝6黒鹿55 C．デムーロ 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 476＋ 31：36．7� 15．6�
（仏）

35 カ ゼ ノ コ 牡4鹿 57 浜中 俊�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 454＋ 21：36．8クビ 16．6�
713 ワンダーアキュート 牡9鹿 57 F．ベリー 山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム 524＋ 8 〃 クビ 46．4

（愛）

12 コーリンベリー 牝4栗 55 松山 弘平伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 480± 0 〃 アタマ 53．4�
36 � ハッピースプリント 牡4鹿 57 吉原 寛人�辻牧場 森下 淳平 浦河 辻 牧場 526± 01：36．9クビ 27．9�

（大井） （川崎）

816 アドマイヤロイヤル 牡8鹿 57 横山 典弘近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 532＋ 4 〃 アタマ 84．9�
815 キョウワダッフィー 牡7鹿 57 福永 祐一�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 470± 01：37．32� 81．5�
48 レッドアルヴィス 牡4鹿 57 勝浦 正樹 
東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 506＋ 2 〃 アタマ 31．8�
23 シルクフォーチュン 牡9鹿 57 江田 照男 �シルクレーシング 藤沢 則雄 新冠 中地 義次 468－ 21：37．4
 204．6�
612� サトノタイガー 牡7黒鹿57 三浦 皇成里見 治氏 小久保 智 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 ハナ 134．7�

（浦和）

（16頭）

売 得 金
単勝： 473，460，600円 複勝： 503，273，600円 枠連： 334，003，900円 馬連： 1，660，237，200円 馬単： 849，223，200円
ワイド： 623，423，800円 3連複： 2，351，543，400円 3連単： 4，833，236，400円 5重勝： 683，638，700円 計： 12，312，040，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 300円 � 190円 枠 連（2－7） 1，260円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 650円 �� 390円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 12，370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����� 55，930円

票 数

単勝票数 計4734606 的中 � 1763501（1番人気）
複勝票数 計5032736 的中 � 1300133（1番人気）� 332278（5番人気）� 622971（3番人気）
枠連票数 計3340039 的中 （2－7） 205329（6番人気）
馬連票数 計16602372 的中 �� 817922（4番人気）
馬単票数 計8492232 的中 �� 302371（5番人気）
ワイド票数 計6234238 的中 �� 241830（5番人気）�� 445313（2番人気）�� 134490（12番人気）
3連複票数 計23515434 的中 ��� 576255（6番人気）
3連単票数 計48332364 的中 ��� 283088（25番人気）
5重勝票数 計6836387 的中 ����� 8555

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―12．6―13．1―12．3―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．9―34．3―46．9―1：00．0―1：12．3―1：23．8

コーナー
通過順位

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

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5栗 母 コパノニキータ 母母 ニホンピロローズ 11戦6勝 賞金 283，764，000円
［他本会外：5戦3勝］

〔騎手変更〕 サトノタイガー号の騎手御神本訓史は，負傷のため三浦皇成に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アドマイヤサガス号・キョウエイアシュラ号・ベルゲンクライ号
※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。

03096 2月22日 曇 良 （27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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

12 ナリタポセイドン 牡6鹿 57 武士沢友治�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 486－ 42：10．7 185．8�
24 キープインタッチ 牡5鹿 57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 506－ 42：10．8� 7．0�
714 エ ル マ ン ボ 牡5青鹿57 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 542＋ 2 〃 ハナ 5．7�
23 ギャザーロージズ 	8芦 57 柴山 雄一吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 486－ 42：11．22
 100．8�
510 ロワジャルダン 牡4鹿 56 C．デムーロ �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 498－ 4 〃 ハナ 2．5	

（仏）

611 ショウナンアポロン 牡5鹿 57 戸崎 圭太国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B500－102：11．41 29．8

612 オメガスカイツリー 牡7黒鹿57 岩田 康誠原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B506＋ 82：11．61 59．5�
35 サンライズスマート 牡6鹿 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 478－ 62：12．02
 36．8�
713 ヴォルケンクラッツ 牡4黒鹿56 三浦 皇成 �シルクレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526－222：12．21 14．5
48 ク ロ ス ボ ウ 牡5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 516－ 22：12．3クビ 7．8�
59 セイカフォルテ 牡7鹿 57 田中 勝春久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 456± 02：12．93
 254．8�
36 ドラゴンピース 牡6鹿 57 伊藤 工真窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 500＋ 4 〃 クビ 6．4�
816 レッドサクセサー 牡5青鹿57 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 542± 02：14．28 75．9�
815 タ ナ ト ス 牡7黒鹿57 吉原 寛人榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 456－ 22：14．94 70．7�

（川崎）

47 ジャッカスバーク 牡4黒鹿56 F．ベリー �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B524－142：15．0
 24．2�

（愛）

11 ケイジータイタン 	5青鹿57 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B534－ 22：17．7大差 57．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 113，741，500円 複勝： 150，626，000円 枠連： 76，946，000円
馬連： 312，527，600円 馬単： 147，430，000円 ワイド： 142，918，200円
3連複： 360，627，400円 3連単： 619，498，700円 計： 1，924，315，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 18，580円 複 勝 � 2，920円 � 250円 � 180円 枠 連（1－2） 12，170円

馬 連 �� 58，250円 馬 単 �� 155，730円

ワ イ ド �� 16，090円 �� 14，440円 �� 680円

3 連 複 ��� 108，570円 3 連 単 ��� 1，497，120円

票 数

単勝票数 計1137415 的中 � 4895（15番人気）
複勝票数 計1506260 的中 � 10075（15番人気）� 159733（4番人気）� 262413（2番人気）
枠連票数 計 769460 的中 （1－2） 4897（27番人気）
馬連票数 計3125276 的中 �� 4158（75番人気）
馬単票数 計1474300 的中 �� 710（164番人気）
ワイド票数 計1429182 的中 �� 2204（85番人気）�� 2457（79番人気）�� 57833（6番人気）
3連複票数 計3606274 的中 ��� 2491（200番人気）
3連単票数 計6194987 的中 ��� 300（1685番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―12．2―11．9―11．8―11．9―12．1―13．2―13．1―13．0―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．2―30．4―42．3―54．1―1：06．0―1：18．1―1：31．3―1：44．4―1：57．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナリタポセイドン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Private Account デビュー 2011．11．27 京都4着

2009．2．4生 牡6鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia 29戦4勝 賞金 57，779，000円
〔発走状況〕 ヴォルケンクラッツ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ヴォルケンクラッツ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイジータイタン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月22日まで平地競

走に出走できない。
※タナトス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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



（27東京1）第8日 2月22日（日曜日） 曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 188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

384，530，000円
2，080，000円
6，460，000円
6，470，000円
35，690，000円
74，979，500円
5，480，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
985，178，600円
1，290，736，500円
682，771，000円
2，996，286，600円
1，558，532，500円
1，262，312，800円
3，900，103，900円
7，354，803，200円
683，638，700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
5 重 勝
計 20，714，363，800円

総入場人員 44，861名 （有料入場人員 43，249名）



平成27年度 第1回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，480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

2，039，970，000円
14，560，000円
61，500，000円
18，790，000円
186，460，000円
589，296，500円
43，580，200円
14，208，000円

勝馬投票券売得金
5，107，556，900円
7，385，119，100円
3，677，083，700円
14，992，738，900円
7，518，639，900円
6，568，958，600円
18，664，049，400円
31，480，895，100円
2，913，493，900円
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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 98，308，535，500円

総入場延人員 234，920名 （有料入場延人員 225，413名）
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