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03025 2月8日 晴 良 （2東京1） 第3日 第1競走 ��
��1，300�3歳未勝利

発走10時10分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

713 トリプルシックス 牝3黒鹿54 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 468＋ 21：19．6 8．3�
12 ヨシオドライヴ 牡3黒鹿56 大庭 和弥井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 490－ 61：19．7� 16．0�
47 ダイシンウィット 牡3栗 56 津村 明秀大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B498－ 21：19．91� 5．7�
24 スズカキングボス 牡3鹿 56 内田 博幸永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 信岡牧場 462－ 41：20．0クビ 2．0�
59 ニーケススマイル 牡3鹿 56 松岡 正海�高橋ファーム 蛯名 利弘 浦河 大北牧場 458± 01：20．32 9．8�
11 ヤサカパフィー 牝3鹿 54 武藤 雅志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 イワミ牧場 472＋ 41：20．83 12．0	
48 ゴラッソゴール 牡3鹿 56 田辺 裕信東海林貴大氏 武市 康男 新冠 松本 信行 470＋ 41：20．9� 28．4

510 スイスライツ 牡3鹿 56 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 462－ 21：21．21� 10．3�
35 ローズブランシェ 牝3芦 54 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－ 81：21．3� 84．5
36 ビッグセント 牡3黒鹿56 北村 宏司�ビッグ 田中 清隆 新ひだか 静内白井牧場 452＋ 4 〃 アタマ 226．8�
23 シゲルナガレボシ 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 大林ファーム 450＋ 61：21．72� 118．3�
816 ダンブルドア 牡3栗 56 嘉藤 貴行嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 534＋ 4 〃 ハナ 46．5�
612 レイニーウェイ 牡3鹿 56 大野 拓弥鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 横山 浩司 456＋ 41：22．23 33．4�
611 ナックライオン 牡3黒鹿 56

54 △木幡 育也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 524＋ 3 〃 クビ 321．1�
815 クンクンクン 牝3栗 54 岩部 純二�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 バンブー牧場 438－ 4 〃 同着 381．3�
714 ゴーイングヒーロー 牡3栗 56 宮崎 北斗スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 前田ファーム 422＋141：22．51� 472．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，790，300円 複勝： 56，510，000円 枠連： 14，555，100円
馬連： 61，298，700円 馬単： 31，300，400円 ワイド： 51，967，100円
3連複： 96，074，000円 3連単： 113，034，300円 計： 455，529，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 300円 � 460円 � 220円 枠 連（1－7） 3，210円

馬 連 �� 6，750円 馬 単 �� 10，810円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 910円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 10，950円 3 連 単 ��� 77，450円

票 数

単勝票数 計 307903 的中 � 29346（3番人気）
複勝票数 計 565100 的中 � 48525（6番人気）� 28985（7番人気）� 73914（2番人気）
枠連票数 計 145551 的中 （1－7） 3507（11番人気）
馬連票数 計 612987 的中 �� 7029（23番人気）
馬単票数 計 313004 的中 �� 2171（38番人気）
ワイド票数 計 519671 的中 �� 7243（21番人気）�� 15001（10番人気）�� 8617（19番人気）
3連複票数 計 960740 的中 ��� 6580（34番人気）
3連単票数 計1130343 的中 ��� 1058（251番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―18．1―29．7―42．1―54．5―1：06．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トリプルシックス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．10．20 新潟9着

2017．4．7生 牝3黒鹿 母 ナイキトリック 母母 ナイキフェイバー 5戦1勝 賞金 5，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 シルバーウェーブ号・スパークジョイ号・マサガッキー号・ミユキリバタリアン号・レイクマッジョーレ号

03026 2月8日 晴 良 （2東京1） 第3日 第2競走 ��
��1，400�3歳新馬

発走10時40分 （ダート・左）
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
1：21．5
1：20．3

重
不良

510� レッチェバロック 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 MMM
Stables 484 ―1：25．1 2．1�

612� プレシャスガール 牝3黒鹿54 津村 明秀ニューワールドレー
シング� 藤岡 健一 米 Gilgai Farm 458 ―1：27．1大差 2．5�

816 バ ル ボ ア 牡3芦 56 横山 和生 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 新冠 村上 欽哉 476 ―1：27．84 42．6�

12 ニシノリーチキング 牡3青鹿56 松岡 正海西山 茂行氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 506 ―1：27．9� 7．4�
714 ヤマタケヴォイス 牡3鹿 56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 ガーベラパー

クスタツド 478 ―1：28．32� 15．2�
24 アイドルヲサガセ 牝3鹿 54 田辺 裕信福田 光博氏 小西 一男 新ひだか 増本牧場 446 ―1：28．4	 24．3	
11 ポッシビリテ 牝3鹿 54 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 510 ―1：29．03� 64．5

815 サーブルルミエール 牡3栗 56 武藤 雅落合 幸弘氏 伊藤 大士 新ひだか 上村 清志 B460 ―1：29．21� 81．4�
35 ジ ネ ン 牡3黒鹿56 吉田 豊杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 476 ―1：30．9大差 37．9�
47 スズカワッペン 牝3栗 54

53 ☆野中悠太郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 390 ―1：31．32� 273．1
713 ノアエリザベス 牝3黒鹿54 武士沢友治佐山 公男氏 古賀 史生 新冠 ハシモトフアーム 416 ―1：31．83 197．2�
59 グラスエメラルダ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹半沢� 松山 将樹 日高 ヤナガワ牧場 418 ―1：32．01� 54．4�
36 ヴォロンティエ 牝3鹿 54 大野 拓弥清宮 義男氏 小島 茂之 新冠 石郷岡 雅樹 418 ― 〃 ハナ 34．6�
611 ミニマムーン 牝3黒鹿54 内田 博幸�明栄商事 松山 将樹 平取 稲原牧場 428 ― 〃 クビ 225．8�
23 ハ リ ス ン 牡3栗 56 柴田 未崎薪浦 亨氏 和田 雄二 日高 下川 茂広 454 ―1：32．74 216．1�
48 ハピネスサンダー 牡3芦 56 伊藤 工真大島 芳子氏 本間 忍 日高 本間牧場 498 ―1：34．29 355．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，498，500円 複勝： 38，646，500円 枠連： 13，400，900円
馬連： 51，919，300円 馬単： 29，396，000円 ワイド： 39，885，900円
3連複： 73，820，900円 3連単： 100，775，300円 計： 384，343，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 120円 � 500円 枠 連（5－6） 270円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，190円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 6，670円

票 数

単勝票数 計 364985 的中 � 136315（1番人気）
複勝票数 計 386465 的中 � 93734（2番人気）� 107798（1番人気）� 10903（8番人気）
枠連票数 計 134009 的中 （5－6） 37671（1番人気）
馬連票数 計 519193 的中 �� 145744（1番人気）
馬単票数 計 293960 的中 �� 42371（1番人気）
ワイド票数 計 398859 的中 �� 83732（1番人気）�� 6945（16番人気）�� 8143（10番人気）
3連複票数 計 738209 的中 ��� 25242（4番人気）
3連単票数 計1007753 的中 ��� 10945（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．5―36．2―48．2―1：00．4―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レッチェバロック �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Elusive Quality 初出走

2017．1．14生 牝3鹿 母 My Fast One 母母 Twenty One A. C. 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジネン号・スズカワッペン号・ノアエリザベス号・グラスエメラルダ号・ヴォロンティエ号・

ミニマムーン号・ハリスン号・ハピネスサンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
令和2年3月8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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アキノスマート号・アラーラム号・シゲルガラテア号・ゼクスバンデ号・デルマシルバー号・

ビービーバンクシー号・ベイビーボス号・マリノコジーン号・メイショウヒバリ号・ラインサラマンダー号・
ロングイ号

第１回 東京競馬 第３日



03027 2月8日 晴 良 （2東京1） 第3日 第3競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

35 カフェスペランツァ 牡3鹿 56 北村 宏司西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 502＋ 41：38．9 13．8�
816 ディーエスプルーフ 牡3鹿 56 C．ルメール 秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B452＋ 41：39．64 3．0�
11 カッチョカバロ 牡3栗 56 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B496＋ 61：39．7� 3．6�
815 サイモンルグラン 牡3鹿 56 田辺 裕信澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 B494－ 41：39．8� 5．7�
714 アバグネイル 牡3栗 56 F．ミナリク �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 61：39．9� 9．7�
（独）

612 ト リ ト ン 牡3黒鹿56 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 510＋18 〃 アタマ 7．1	
23 セイカタチバナ 牡3栗 56 津村 明秀久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 482± 01：40．0クビ 81．7

12 コスモケルビン 牡3鹿 56 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 514＋281：40．53 64．2�
48 レベンディス 牡3栗 56 丸山 元気 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 オリオンファーム 502－ 2 〃 クビ 31．0�
36 セントガブリエル 牝3芦 54

53 ☆菊沢 一樹馬目 卓氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 B448－101：40．71 34．1
510 イッツオーライト 牡3栗 56 柴田 善臣田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 450－ 61：40．8� 39．0�
24 アカリリチャード 牡3鹿 56

55 ☆野中悠太郎小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 472± 01：41．65 280．3�
47 セイウンハテンコウ 牡3鹿 56 武士沢友治西山 茂行氏 武市 康男 浦河 ガーベラパー

クスタツド 506± 01：42．02� 81．0�
59 ソルレオーネ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �YGGホースクラブ 大竹 正博 日高 山際牧場 486－ 21：42．32 56．1�
713 ユニバーサルタイム 牡3青鹿56 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 北俣ファーム B494＋ 21：42．5� 152．2�
611 キタノリベラル 牡3栗 56 江田 照男北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 庄野牧場 B516＋101：45．8大差 201．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，253，300円 複勝： 54，529，900円 枠連： 16，504，400円
馬連： 64，384，900円 馬単： 28，835，800円 ワイド： 53，549，400円
3連複： 90，680，100円 3連単： 105，045，900円 計： 450，783，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 240円 � 130円 � 140円 枠 連（3－8） 1，080円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 690円 �� 690円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 20，070円

票 数

単勝票数 計 372533 的中 � 21494（6番人気）
複勝票数 計 545299 的中 � 43255（5番人気）� 132742（1番人気）� 107550（2番人気）
枠連票数 計 165044 的中 （3－8） 11819（5番人気）
馬連票数 計 643849 的中 �� 21230（11番人気）
馬単票数 計 288358 的中 �� 3879（21番人気）
ワイド票数 計 535494 的中 �� 18471（6番人気）�� 18381（7番人気）�� 60630（1番人気）
3連複票数 計 906801 的中 ��� 30639（3番人気）
3連単票数 計1050459 的中 ��� 3794（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．0―48．5―1：01．4―1：14．0―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェスペランツァ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Bandini デビュー 2020．1．18 中山5着

2017．2．27生 牡3鹿 母 カフェヒミコ 母母 Yamato Damashii 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタノリベラル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月8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 カナライズ号・ジョウハリ号
※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。

03028 2月8日 晴 良 （2東京1） 第3日 第4競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走11時40分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

713 ムーランアンディゴ 牡3鹿 56 大野 拓弥村上 卓史氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 486＋ 21：26．0 2．2�
47 カ イ ア ワ セ 牝3栗 54 武士沢友治内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 436－ 21：26．1� 120．6�
34 テンサイドカップ 牝3鹿 54 内田 博幸天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 466± 01：26．2� 21．3�
611 スズカコーズマンボ 牡3鹿 56 北村 宏司永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476＋121：26．3� 13．2�
610 ミツカネプリンス 牡3芦 56 津村 明秀小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 450± 01：26．4� 27．2�
58 ファイヴレター 牡3青鹿 56

55 ☆菊沢 一樹熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 448＋ 41：26．72 72．9�
35 プ リ ン サ ン 牝3鹿 54 武藤 雅是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 424± 01：26．8クビ 166．3	
11 ハヤブサペコムスメ 牝3栗 54 松岡 正海武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか グランド牧場 454＋ 21：27．01	 28．9

59 メイショウユリシス 牝3黒鹿54 柴田 善臣松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 466－ 2 〃 アタマ 9．9�
815 ナ ム ラ ボ ス 牡3鹿 56 丸山 元気奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 B460＋ 21：27．21� 25．6
814 サトノポーラスター 牡3栗 56 F．ミナリク �サトミホースカンパニー 大和田 成 千歳 社台ファーム 512－ 21：27．3� 9．1�

（独）

46 ペイシャチャーム 牝3栗 54 横山 和生北所 直人氏 高市 圭二 浦河 
川 啓一 442± 01：27．4クビ 17．4�
712 アポロティアモ 牡3栗 56 石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 492± 01：27．5� 6．4�
23 ハ デ ィ ア 牡3鹿 56 石橋 脩�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 468＋141：28．13� 22．0�
22 セレンディピア 牡3鹿 56

54 △木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 日西牧場 460－ 21：28．41� 13．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，975，200円 複勝： 57，282，500円 枠連： 18，124，100円
馬連： 71，978，000円 馬単： 30，226，200円 ワイド： 59，899，500円
3連複： 102，613，500円 3連単： 112，861，000円 計： 488，960，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 1，740円 � 460円 枠 連（4－7） 1，810円

馬 連 �� 9，670円 馬 単 �� 12，540円

ワ イ ド �� 3，330円 �� 760円 �� 24，670円

3 連 複 ��� 44，150円 3 連 単 ��� 159，190円

票 数

単勝票数 計 359752 的中 � 129803（1番人気）
複勝票数 計 572825 的中 � 152725（1番人気）� 6210（14番人気）� 26620（8番人気）
枠連票数 計 181241 的中 （4－7） 7757（7番人気）
馬連票数 計 719780 的中 �� 5765（29番人気）
馬単票数 計 302262 的中 �� 1807（38番人気）
ワイド票数 計 598995 的中 �� 4542（40番人気）�� 21533（5番人気）�� 601（97番人気）
3連複票数 計1026135 的中 ��� 1743（141番人気）
3連単票数 計1128610 的中 ��� 514（492番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．7―48．4―1：00．9―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーランアンディゴ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2019．9．29 中山5着

2017．4．13生 牡3鹿 母 メイクアミラクル 母母 タイキプレリュード 5戦2勝 賞金 15，900，000円
〔発走状況〕 プリンサン号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔調教再審査〕 プリンサン号は，発走調教再審査。
※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。



03029 2月8日 晴 良 （2東京1） 第3日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

816 スパングルドスター 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 434－101：49．3 4．6�
611 レッドペルーシュ 牝3鹿 54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 406－ 2 〃 クビ 79．7�
713 コトブキテティス 牝3黒鹿54 武藤 雅尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 426－ 6 〃 ハナ 2．4�
36 アプローズユウ 牝3鹿 54 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 464－ 61：49．72� 20．4�
11 オウケンザパール 牝3栗 54 木幡 巧也福井 明氏 国枝 栄 新冠 高瀬牧場 442－ 21：49．8� 149．2	
35 ガルナッチャ 牝3栗 54 横山 和生チームユッキレーシング 高市 圭二 日高 広富牧場 438－ 4 〃 ハナ 7．0

612 カ ナ ワ ン 牝3青鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 448＋101：50．01 119．3�
59 ソ ス ピ タ 牝3芦 54

53 ☆野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 428－141：50．1� 5．6�
48 デュアルネイチャー 牝3青鹿54 内田 博幸�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 440－ 6 〃 クビ 45．9
815 ユースフルラヴ 牝3黒鹿54 津村 明秀吉田 晴哉氏 田中 博康 安平 追分ファーム 412－ 2 〃 アタマ 34．0�
24 ルレーヴドゥリリ 牝3黒鹿54 松岡 正海加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 486＋ 21：50．2クビ 35．5�
714 パ ン ゲ ア 牝3鹿 54 北村 宏司 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 438－ 41：50．62� 13．3�
12 グロワールポン 牝3鹿 54 柴田 善臣花野 友象氏 田中 清隆 新冠 松浦牧場 B474－141：50．92 189．9�
23 セルフィーバイブス 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 448＋121：51．0クビ 147．3�
47 デイジーテソーロ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 日高 天羽 禮治 414－ 41：51．32 272．6�

510 リメインオブザデイ 牝3青鹿54 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 402＋ 41：51．51� 18．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，562，400円 複勝： 58，276，400円 枠連： 18，272，400円
馬連： 66，101，000円 馬単： 32，189，900円 ワイド： 54，578，800円
3連複： 94，610，500円 3連単： 109，214，300円 計： 470，805，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 1，140円 � 130円 枠 連（6－8） 6，880円

馬 連 �� 19，910円 馬 単 �� 24，760円

ワ イ ド �� 5，170円 �� 300円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 12，480円 3 連 単 ��� 101，640円

票 数

単勝票数 計 375624 的中 � 64941（2番人気）
複勝票数 計 582764 的中 � 87116（2番人気）� 8096（11番人気）� 162984（1番人気）
枠連票数 計 182724 的中 （6－8） 2056（20番人気）
馬連票数 計 661010 的中 �� 2572（41番人気）
馬単票数 計 321899 的中 �� 975（64番人気）
ワイド票数 計 545788 的中 �� 2451（45番人気）�� 53825（2番人気）�� 5525（27番人気）
3連複票数 計 946105 的中 ��� 5685（39番人気）
3連単票数 計1092143 的中 ��� 779（300番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―12．7―12．2―11．8―13．1―11．8―11．6―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―37．5―49．7―1：01．5―1：14．6―1：26．4―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

スパングルドスター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun デビュー 2019．10．20 東京11着

2017．1．28生 牝3鹿 母 ス タ セ リ タ 母母 Soignee 3戦1勝 賞金 5，600，000円
〔制裁〕 リメインオブザデイ号の騎手石川裕紀人は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
※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 レディトゥラン号

03030 2月8日 晴 良 （2東京1） 第3日 第6競走 ��
��2，400�3歳未勝利

発走13時00分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

22 エターナルボンド 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 510＋ 22：27．2 5．6�
610 リ ア ム 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 520± 02：27．51� 2．3�
59 ウシュバテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 514± 02：27．81� 5．3�
11 ラインストリーム 牡3栗 56 武藤 雅大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 B452＋ 22：28．54 32．9�
23 カランクール 牝3鹿 54 吉田 豊�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 474－ 2 〃 ハナ 25．2	
46 マイロングタイム 牡3鹿 56 村田 一誠佐藤 良二氏 藤原 辰雄 日高 賀張三浦牧場 450－ 22：28．6� 259．5

611 ミスヒアリング 牝3鹿 54 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 安平 追分ファーム 514＋282：28．7� 55．4�
47 ハーツシンフォニー 牡3青鹿56 柴田 善臣 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 下河辺牧場 478－ 22：29．12� 5．2�
814 ケイアイタカプナ 牡3黒鹿56 大野 拓弥亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 462± 0 〃 ハナ 45．5
58 ハラハラドキドキ 牡3鹿 56

55 ☆野中悠太郎廣崎利洋HD� 久保田貴士 平取 株式会社
ASK STUD 452± 0 〃 クビ 74．1�

815 コスモタイシ 牡3栗 56 F．ミナリク岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 468＋102：29．31� 31．8�
（独）

35 ベリンダアン 牝3青鹿54 M．デムーロ TURFレーシング 大竹 正博 むかわ 平岡牧場 420－ 62：30．57 8．9�
713 スカッターガン 牡3黒鹿56 井上 敏樹木部 厳生氏 和田正一郎 日高 木部ファーム 526± 02：31．24 402．9�
34 ゴールドミッション 牡3芦 56 松岡 正海 �コスモヴューファーム 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 8 （競走中止） 272．5�

（14頭）
712 エドノフェリーチェ 牝3芦 54 津村 明秀遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，126，800円 複勝： 58，362，400円 枠連： 16，187，000円
馬連： 74，180，500円 馬単： 35，737，700円 ワイド： 56，325，300円
3連複： 98，502，000円 3連単： 124，882，200円 計： 508，303，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 150円 � 130円 � 140円 枠 連（2－6） 550円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 300円 �� 430円 �� 230円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 5，760円

票 数

単勝票数 計 441268 的中 � 62552（4番人気）
複勝票数 計 583624 的中 � 93620（3番人気）� 132594（1番人気）� 99077（2番人気）
枠連票数 計 161870 的中 （2－6） 22760（2番人気）
馬連票数 計 741805 的中 �� 78516（2番人気）
馬単票数 計 357377 的中 �� 14434（6番人気）
ワイド票数 計 563253 的中 �� 47410（2番人気）�� 30038（4番人気）�� 67527（1番人気）
3連複票数 計 985020 的中 ��� 98633（1番人気）
3連単票数 計1248822 的中 ��� 15717（9番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―13．4―13．2―12．4―12．8―12．7―12．2―12．4―11．5―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．8―37．2―50．4―1：02．8―1：15．6―1：28．3―1：40．5―1：52．9―2：04．4―2：15．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エターナルボンド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Azamour デビュー 2019．12．15 中山4着

2017．3．22生 牡3黒鹿 母 シュピッツェ 母母 シ ャ ピ ー ラ 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔出走取消〕 エドノフェリーチェ号は，疾病〔右後肢挫創〕のため出走取消。
〔競走中止〕 ゴールドミッション号は，競走中に疾病〔右中手骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
※出走取消馬 マイネルクロンヌ号（疾病〔左前肢跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アトラクトボイス号・コスモレペティール号・フォーチュネイト号
※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。



03031 2月8日 晴 良 （2東京1） 第3日 第7競走 ��
��1，300�4歳以上1勝クラス

発走13時30分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

816 アポロチーター 牡4栗 57 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 530± 01：19．6 6．2�
36 タイキメサイア 牡5栗 57 丸山 元気�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 514± 01：19．7� 7．4�
48 カーリングストーン 牡4鹿 57

56 ☆菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 470＋ 61：19．8	 48．9�
59 バットオールソー 牡5栗 57 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 81：20．12 31．4�
611 デルマカミカゼ 牡5黒鹿57 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 466＋ 81：20．2クビ 15．3�
713
 フレンドアリス 牝5栗 55 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 464± 01：20．41 28．1	
47 � スポーカンテソーロ 牝4栗 55 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス
 加藤士津八 米 Summer-
hill Farm B514－12 〃 クビ 18．1�

35 �
 ス パ ー ダ 牡5鹿 57 武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス
 加藤士津八 米 Fairlawn

Farm B496－ 41：20．61� 2．4�
815� ワールドイズマイン 牝4鹿 55 M．デムーロ
レッドマジック金成 貴史 米 R. M. J. Sta-

bles, LLC 458＋ 41：20．7クビ 5．4
11 ヤマニンシーベリー 牝6栗 55

54 ☆野中悠太郎土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 458＋ 2 〃 アタマ 215．2�
24 ガ チ コ 牝6鹿 55 F．ミナリク�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 482＋ 81：20．8	 15．2�

（独）

612 バルトフォンテン 牡5栗 57 石川裕紀人吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 516＋101：21．43	 34．8�
23 ディアバビアナ 牝5栗 55 吉田 豊ディアレストクラブ
 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B502＋261：21．61� 126．5�
12 ゴールドタンバリン 牝5栗 55

53 △木幡 育也吉田 和美氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 428－ 21：21．91� 81．8�
714 ミユキメガバックス 牡4黒鹿57 内田 博幸長井 純一氏 清水 英克 むかわ 貞広 賢治 548＋ 11：22．0� 24．7�
510
 クリノジョヴァンナ 牝5栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 蛯名 利弘 新ひだか 中田 浩美 462＋ 61：27．8大差 364．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，272，000円 複勝： 68，408，800円 枠連： 27，906，400円
馬連： 94，453，300円 馬単： 40，394，900円 ワイド： 75，837，700円
3連複： 130，564，700円 3連単： 146，154，400円 計： 635，992，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 210円 � 830円 枠 連（3－8） 290円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，970円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 18，260円 3 連 単 ��� 78，840円

票 数

単勝票数 計 522720 的中 � 66602（3番人気）
複勝票数 計 684088 的中 � 113856（2番人気）� 93704（3番人気）� 16310（11番人気）
枠連票数 計 279064 的中 （3－8） 73449（1番人気）
馬連票数 計 944533 的中 �� 45667（5番人気）
馬単票数 計 403949 的中 �� 10038（10番人気）
ワイド票数 計 758377 的中 �� 37711（5番人気）�� 6322（38番人気）�� 4972（46番人気）
3連複票数 計1305647 的中 ��� 5362（60番人気）
3連単票数 計1461544 的中 ��� 1344（251番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．3―18．3―30．1―42．4―54．8―1：07．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロチーター �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 Pivotal デビュー 2018．10．7 東京4着

2016．2．3生 牡4栗 母 ポエティックターン 母母 リ メ レ ン ス 12戦2勝 賞金 29，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時35分に変更。
〔騎手変更〕 ミユキメガバックス号の騎手松岡正海は，第6競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
〔その他〕 クリノジョヴァンナ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ジョガールボニート号・スズノウメ号・ホウオウモントレー号
（非抽選馬） 1頭 ブラックアウト号
※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。

03032 2月8日 晴 良 （2東京1） 第3日 第8競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

611 ゴールドフレーム �4栗 57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478± 01：38．5 10．9�
34 パイロテクニクス �4鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 原口牧場 512＋ 81：38．82 4．6�
59 ロジギムレット 牡4鹿 57 丸山 元気久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474＋161：39．01 10．8�
610 ライトカラカゼ 牡5鹿 57 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 474－ 41：39．21� 5．7�
815 オープンザウェイ �8栗 57 木幡 巧也ディアレストクラブ� 菊川 正達 日高 沖田牧場 472＋ 41：39．41 167．6	
47 ヨクエロマンボ �7芦 57 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 468± 0 〃 クビ 5．6

11 ド ー フ ァ ン �5鹿 57 吉田 豊 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム B532＋121：39．5� 38．6�
22 	 ブルーエクセレンス 牡4青鹿57 津村 明秀ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482± 0 〃 アタマ 3．9�
814	 デ ス ト ロ イ 牡6栗 57 M．デムーロ諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B524＋ 81：39．6� 6．6
58 	 アールグランツ 牡4黒鹿57 武藤 雅前原 敏行氏 鈴木 伸尋 登別 ユートピア牧場 476＋ 21：39．92 62．9�
35 クリスエステソーロ 牡5鹿 57 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新ひだか 大滝 康晴 512± 01：40．0
 69．4�
46 ヤサカリベルテ 牡4栗 57 柴田 善臣志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 B464＋101：40．85 267．6�
23 サンマルライバル 牡6青鹿57 嘉藤 貴行相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 482＋101：41．01� 374．3�
713 ジョイナイト 牡4鹿 57

56 ☆菊沢 一樹西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 502＋ 61：45．7大差 113．7�
712 ジェイエルノブレス 牝5鹿 55 田辺 裕信橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 464＋ 21：45．91� 39．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，556，800円 複勝： 77，701，200円 枠連： 20，749，300円
馬連： 93，425，300円 馬単： 39，316，800円 ワイド： 71，232，100円
3連複： 125，798，700円 3連単： 151，811，400円 計： 629，591，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 300円 � 200円 � 290円 枠 連（3－6） 830円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 5，610円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，070円 �� 890円

3 連 複 ��� 5，860円 3 連 単 ��� 40，730円

票 数

単勝票数 計 495568 的中 � 36150（7番人気）
複勝票数 計 777012 的中 � 63574（7番人気）� 113907（2番人気）� 66934（6番人気）
枠連票数 計 207493 的中 （3－6） 19355（1番人気）
馬連票数 計 934253 的中 �� 31836（13番人気）
馬単票数 計 393168 的中 �� 5256（32番人気）
ワイド票数 計 712321 的中 �� 19881（15番人気）�� 16905（17番人気）�� 20758（14番人気）
3連複票数 計1257987 的中 ��� 16091（27番人気）
3連単票数 計1518114 的中 ��� 2702（171番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．8―13．0―12．6―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．0―48．8―1：01．8―1：14．4―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドフレーム �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2018．12．2 中山4着

2016．2．13生 �4栗 母 ピュアマインド 母母 スプリングアマイン 9戦2勝 賞金 16，280，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョイナイト号・ジェイエルノブレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月

8日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 マイネルレンカ号（疾病〔左後肢挫創〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 セイカヤマノ号・ペプチドオリバー号・ベルクカッツェ号・ローリエテソーロ号



03033 2月8日 晴 良 （2東京1） 第3日 第9競走 ��1，400�
は る な

春 菜 賞
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000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
1：19．4
1：19．0

良
良

510 ビッククインバイオ 牝3栗 54 大野 拓弥バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 476－ 21：21．7 4．6�
36 クリノプレミアム 牝3栗 54 丸山 元気栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 454－ 81：21．8� 7．7�
816 バトルカグヤ 牝3鹿 54 津村 明秀宮川 秋信氏 本田 優 浦河 小林 仁 452± 01：22．12 34．1�
48 ダイワクンナナ 牝3鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 486－ 81：22．2クビ 8．7�
611 シ ベ ー ル 牝3鹿 54 M．デムーロ �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 450－ 4 〃 クビ 4．1�
12 フィオリキアリ 牝3鹿 54 宮崎 北斗槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432－ 2 〃 アタマ 13．8	
59 コミカライズ 牝3青鹿54 横山 典弘吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 454± 01：22．52 5．6

24 スウィートメリナ 牝3栗 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 424± 01：22．6クビ 22．8�
815 エレガンテレイナ 牝3鹿 54 武藤 雅 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 ハナ 38．2�
612 ビオグラフィー 牝3鹿 54 F．ミナリク シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 アタマ 19．5�

（独）

11 クイックレス 牝3黒鹿54 石川裕紀人中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 村田牧場 444＋ 41：22．7� 150．5�
35 セイラブミー 牝3黒鹿54 内田 博幸ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 438－ 6 〃 ハナ 350．6�
47 スリリングドリーム 牝3青 54 C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 446＋ 21：23．12� 9．0�
713� ハ ニ ー リ ン 牝3鹿 54 吉田 豊西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 466－ 21：23．31� 62．1�
23 メイプルプレゼント 牝3黒鹿54 森 裕太朗節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 446＋ 2 〃 クビ 92．1�
714 フ ィ ド ル 牝3鹿 54 横山 和生山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 山際牧場 422－ 81：24．47 148．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，740，300円 複勝： 85，394，100円 枠連： 28，738，800円
馬連： 124，054，400円 馬単： 47，716，900円 ワイド： 86，253，100円
3連複： 167，859，900円 3連単： 194，170，800円 計： 788，928，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 240円 � 690円 枠 連（3－5） 900円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，910円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 10，630円 3 連 単 ��� 46，550円

票 数

単勝票数 計 547403 的中 � 93205（2番人気）
複勝票数 計 853941 的中 � 139321（1番人気）� 95278（4番人気）� 25852（10番人気）
枠連票数 計 287388 的中 （3－5） 24601（3番人気）
馬連票数 計1240544 的中 �� 62807（5番人気）
馬単票数 計 477169 的中 �� 11601（8番人気）
ワイド票数 計 862531 的中 �� 38813（3番人気）�� 11319（26番人気）�� 9325（30番人気）
3連複票数 計1678599 的中 ��� 11840（37番人気）
3連単票数 計1941708 的中 ��� 3024（137番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．5―12．0―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―34．9―46．9―58．5―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッククインバイオ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．6．2 東京3着

2017．2．26生 牝3栗 母 アニメイトバイオ 母母 レーゲンボーゲン 7戦2勝 賞金 33，984，000円
〔騎手変更〕 スリリングドリーム号の騎手松岡正海は，第6競走での落馬負傷のためC．ルメールに変更。
※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 インザムービー号・ホープホワイト号・メルテッドハニー号・モーベット号・ヤマニンプレシオサ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03034 2月8日 晴 良 （2東京1） 第3日 第10競走 ��
��2，400�

は こ ね

箱 根 特 別
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），31．2．2以降2．2．2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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

11 サトノラディウス 牡4鹿 56 C．ルメール �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490＋ 62：25．5 1．4�
55 パルティアーモ 牝4鹿 52 津村 明秀 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 494＋202：25．6� 8．7�
22 � クリノオスマン 	6栗 54 M．デムーロ栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 456± 02：26．02
 12．7�
811 カーロバンビーナ 牝5鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 412± 02：26．1
 36．5�
78 タンタフエルサ 牡5鹿 55 田辺 裕信�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B450－ 6 〃 クビ 26．8	
67 レッドボヌール 牝6鹿 53 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 432＋ 22：26．31� 16．3

44 ヴァンクールシルク 	6栗 55 丸山 元気 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 576＋ 22：27．25 24．5�
810 コスモジャーベ 牡7黒鹿54 武藤 雅 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 492± 02：27．41� 50．9�
79 � アランブレラ 牡5栗 55 北村 宏司 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 556＋162：27．61� 10．4
66 � ヴィエナブロー 牝4黒鹿52 野中悠太郎吉田 千津氏 林 徹 仏 Mr Hubert

Mazeaud 454＋ 22：27．91� 19．0�
33 エスティーム 牡6黒鹿55 内田 博幸岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 浦河 岡本 昌市 524－ 22：28．53
 46．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 52，558，400円 複勝： 197，752，300円 枠連： 23，789，600円
馬連： 123，417，400円 馬単： 81，041，500円 ワイド： 86，526，100円
3連複： 165，959，100円 3連単： 335，125，300円 計： 1，066，169，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 210円 枠 連（1－5） 620円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 300円 �� 340円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 5，140円

票 数

単勝票数 計 525584 的中 � 294837（1番人気）
複勝票数 計1977523 的中 � 1466535（1番人気）� 90613（2番人気）� 70535（3番人気）
枠連票数 計 237896 的中 （1－5） 29414（3番人気）
馬連票数 計1234174 的中 �� 141786（2番人気）
馬単票数 計 810415 的中 �� 82847（2番人気）
ワイド票数 計 865261 的中 �� 79710（2番人気）�� 68942（3番人気）�� 15762（12番人気）
3連複票数 計1659591 的中 ��� 58082（4番人気）
3連単票数 計3351253 的中 ��� 47261（10番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．0―13．0―12．8―12．2―11．4―11．6―12．0―11．5―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．4―37．4―50．4―1：03．2―1：15．4―1：26．8―1：38．4―1：50．4―2：01．9―2：13．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1
1
3
6－（2，3）－（1，9）5（4，10）11－（8，7）・（6，5，10）（2，3，9）－4，1，11（8，7）

2
4
6（2，3）9（1，5）（4，10）11（8，7）・（6，5，10）9（2，3）（11，4）1（8，7）

勝馬の
紹 介

サトノラディウス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2018．11．11 東京1着

2016．3．21生 牡4鹿 母 ア ー ヴ ェ イ 母母 Anna Amalia 9戦3勝 賞金 50，216，000円
〔騎手変更〕 クリノオスマン号の騎手松岡正海は，第6競走での落馬負傷のためM．デムーロに変更。

追 加 記 事（第 1回東京競馬第 2日第 3競走）
〔その他〕　　テイエムロング号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕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。



03035 2月8日 晴 良 （2東京1） 第3日 第11競走 ��
��1，600�

せつぶん

節分ステークス
発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

35 ウ ー リ リ 牡4鹿 57 津村 明秀金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500－ 61：33．5 7．6�

816 ル ー カ ス 牡5鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 514＋ 2 〃 ハナ 8．2�
713 ヴィッテルスバッハ 牡4鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 474＋101：33．6� 7．3�
12 トーセンブレス 牝5黒鹿55 大野 拓弥島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 アタマ 15．4	
11 アントリューズ 牡4鹿 57 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：33．7	 3．3

510 ボーダーオブライフ 牡6鹿 57 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 498± 01：33．8� 135．8�
48 ドルチャーリオ 牡7栗 57 田中 勝春ゴドルフィン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－14 〃 ハナ 205．5�
23 スイープセレリタス 牝4黒鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 504＋121：34．01
 2．8
815 トーラスジェミニ 牡4鹿 57 木幡 育也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 490＋ 2 〃 クビ 78．9�
24 オールザゴー 牡6鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 2 〃 ハナ 49．2�
611 レ ノ ー ア 牝4栗 55 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 418＋ 2 〃 アタマ 24．5�
714 スモークフリー 牡8芦 57 武藤 雅 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 538－ 41：34．1� 483．8�
612 リ カ ビ ト ス 牝6鹿 55 北村 宏司 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 444＋121：34．2クビ 29．1�
47 エクレアスパークル 牡6青鹿57 内田 博幸李 柱坤氏 大和田 成 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：34．41
 157．5�
59 チャンピオンルパン 牡9鹿 57 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 510－ 41：34．61
 82．6�
36 ルグランパントル �8鹿 57 野中悠太郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 480－101：35．02� 465．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 117，631，400円 複勝： 162，084，100円 枠連： 64，908，100円
馬連： 321，792，100円 馬単： 131，100，600円 ワイド： 194，476，200円
3連複： 491，224，300円 3連単： 687，939，000円 計： 2，171，155，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 250円 � 270円 � 230円 枠 連（3－8） 3，060円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 6，240円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，180円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 8，130円 3 連 単 ��� 47，790円

票 数

単勝票数 計1176314 的中 � 123612（4番人気）
複勝票数 計1620841 的中 � 169343（4番人気）� 155183（5番人気）� 185716（3番人気）
枠連票数 計 649081 的中 （3－8） 16430（13番人気）
馬連票数 計3217921 的中 �� 80690（11番人気）
馬単票数 計1311006 的中 �� 15740（24番人気）
ワイド票数 計1944762 的中 �� 45135（10番人気）�� 42397（12番人気）�� 39615（14番人気）
3連複票数 計4912243 的中 ��� 45261（28番人気）
3連単票数 計6879390 的中 ��� 10435（150番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．6―47．3―59．2―1：10．6―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ ー リ リ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．11．25 京都1着

2016．4．5生 牡4鹿 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 6戦2勝 賞金 42，504，000円
※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 レッドベルローズ号

03036 2月8日 晴 良 （2東京1） 第3日 第12競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走16時25分 （1000万円以下） （ダート・左）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

11 サンチェサピーク 牡6黒鹿57 M．デムーロ �加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 528＋ 21：37．1 7．7�
815 セイヴァリアント 牡4黒鹿57 吉田 豊金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 498＋ 21：37．31� 4．0�
34 テイエムグッドマン 牡6鹿 57 横山 典弘竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 B498＋16 〃 アタマ 21．9�
23 エンドーツダ 牝4鹿 55 岩部 純二望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 アタマ 17．8�
58 シャドウセッション 牡4鹿 57 F．ミナリク飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 522－ 2 〃 ハナ 4．3�

（独）

712 トーセンヴィータ 牡5青鹿57 武藤 雅島川 	哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ
スティファーム B540＋ 21：38．15 15．8


713 キタサンタイドー 牡5黒鹿57 田中 勝春�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ
ファーム 514＋ 4 〃 アタマ 17．2�

611	 イッツリット 牡4栗 57 田辺 裕信�ノースヒルズ 和田正一郎 米
Betz, Burns, Mag-
ers, CoCo Equine
& Terra Racing

496＋16 〃 クビ 35．8
35 スパイスマジック 
5芦 57 大野 拓弥 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B488＋181：38．2� 23．3�
610 オンザウェイ 牡4栗 57 津村 明秀久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 528± 01：38．3� 69．5�
814 リープリングスター 
4鹿 57 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 554＋141：38．4クビ 4．7�
22 サニークラウド 牡4鹿 57 石橋 脩髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 496＋ 41：38．72 36．0�
47 グ ラ ン サ ム 
5栗 57 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B470＋ 61：38．91 42．7�
59 アポロマーキュリー 牝6栗 55 丸山 元気アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 三輪 幸子 470－ 81：39．32� 75．7�
46 スズカアーチスト 牝5黒鹿 55

53 △木幡 育也永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B470－ 41：39．4クビ 16．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 90，632，600円 複勝： 141，051，200円 枠連： 52，927，800円
馬連： 202，857，900円 馬単： 76，723，800円 ワイド： 162，283，300円
3連複： 324，403，700円 3連単： 369，225，600円 計： 1，420，105，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 240円 � 160円 � 520円 枠 連（1－8） 930円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 650円 �� 2，390円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 11，180円 3 連 単 ��� 54，790円

票 数

単勝票数 計 906326 的中 � 94016（4番人気）
複勝票数 計1410512 的中 � 145242（4番人気）� 291654（1番人気）� 54539（10番人気）
枠連票数 計 529278 的中 （1－8） 43821（3番人気）
馬連票数 計2028579 的中 �� 90609（4番人気）
馬単票数 計 767238 的中 �� 14104（11番人気）
ワイド票数 計1622833 的中 �� 67721（4番人気）�� 16847（29番人気）�� 27054（18番人気）
3連複票数 計3244037 的中 ��� 21755（33番人気）
3連単票数 計3692256 的中 ��� 4885（150番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―34．9―46．9―59．6―1：12．2―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンチェサピーク �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．1．28 東京2着

2014．2．26生 牡6黒鹿 母 マスターギラティナ 母母 イシノスター 13戦4勝 賞金 44，300，000円
※出走取消馬 トークフレンドリー号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 シャンボールナイト号・スリーミニオン号・フラワーストリーム号・ワイルドゲーム号
※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東京1）第3日 2月8日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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
厩務員出走奨励金

196，000，000円
8，210，000円
22，710，000円
1，360，000円
21，360，000円
75，041，500円
5，005，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
639，598，000円
1，055，999，400円
316，063，900円
1，349，862，800円
603，980，500円
992，814，500円
1，962，111，400円
2，550，239，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，470，670，000円

総入場人員 22，972名 （有料入場人員 21，778名）
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