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03049 2月15日 晴 良 （2東京1） 第5日 第1競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

714 トミケンレゲンダ 牡3鹿 56 石橋 脩冨樫 賢二氏 大和田 成 新冠 村上牧場 468＋ 41：25．4 3．2�
611 ク ロ ッ チ �3黒鹿56 大野 拓弥 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 460＋ 21：26．03� 7．3�
612 トーセンリズム 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹島川 �哉氏 深山 雅史 日高 有限会社 エ
スティファーム 476＋121：26．21� 20．9�

510 チートコード 牡3鹿 56 吉田 豊�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 510－ 41：26．3� 4．3�
713 トーセンマイベスト 牡3鹿 56

55 ☆野中悠太郎島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ
スティファーム 480＋ 81：26．93� 23．5	

48 バルドダンサー 牡3栗 56 M．デムーロ 
コスモヴューファーム 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 21：27．0クビ 5．2�
59 ネオトゥルー 牡3鹿 56 津村 明秀西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 480－ 4 〃 クビ 24．4�
35 ナックジーニアス 牡3栗 56 田中 勝春小松 欣也氏 宗像 義忠 新冠 守矢牧場 522＋ 21：27．42� 19．8
47 トーセンリヤン 牡3栗 56 横山 和生島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 434－ 81：27．71� 7．1�
12 マクラーレンベール 牡3鹿 56 北村 宏司 
キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 512＋10 〃 ハナ 66．4�
815 キタノフウライジン 牡3栗 56 木幡 巧也北所 直人氏 松永 康利 新冠 石郷岡 雅樹 480 ―1：28．12� 150．1�
24 ヘニービュット 牡3芦 56 F．ミナリク林 正道氏 池上 昌和 新冠 秋田牧場 490－ 61：28．2� 66．5�

（独）

816 ゼクスバンデ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行藤井 孝治氏 高市 圭二 新ひだか 西村 和夫 428 ―1：28．94 176．6�
23 タイムカプセル 牡3栗 56 菅原 隆一
ミルファーム 土田 稔 新ひだか 原 弘之 B442＋ 41：29．43 469．5�
36 タイダルフォース 牡3鹿 56 S．フォーリー 
キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム B452± 01：29．5� 58．5�

（愛）

11 シャイニーコースト �3栗 56 江田 照男小林 昌志氏 菊川 正達 平取 清水牧場 472－101：30．67 168．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，637，300円 複勝： 54，046，000円 枠連： 17，386，300円
馬連： 63，626，600円 馬単： 30，433，500円 ワイド： 52，545，600円
3連複： 95，620，000円 3連単： 101，969，900円 計： 447，265，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 210円 � 530円 枠 連（6－7） 700円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 480円 �� 960円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 22，860円

票 数

単勝票数 計 316373 的中 � 77342（1番人気）
複勝票数 計 540460 的中 � 120855（1番人気）� 64079（5番人気）� 19573（8番人気）
枠連票数 計 173863 的中 （6－7） 19021（4番人気）
馬連票数 計 636266 的中 �� 46469（3番人気）
馬単票数 計 304335 的中 �� 13871（2番人気）
ワイド票数 計 525456 的中 �� 30264（4番人気）�� 13806（12番人気）�� 6189（26番人気）
3連複票数 計 956200 的中 ��� 12268（16番人気）
3連単票数 計1019699 的中 ��� 3233（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．8―48．4―1：00．8―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F37．0
3 12，11（10，14）7（8，13）（3，4，9）（2，5）6（16，15）＝1 4 12，11（10，14）（8，7，13）9（3，4）（2，5）16（15，6）＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トミケンレゲンダ �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．2．2 東京2着

2017．5．30生 牡3鹿 母 キセキノショウリ 母母 サマーベイブ 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイダルフォース号・シャイニーコースト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

3月15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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アースウルフ号
※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。

03050 2月15日 晴 良 （2東京1） 第5日 第2競走 ��2，100�3歳未勝利
発走10時40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
2：06．7
2：05．9

良
良

714 ダルムシュタット 牡3鹿 56 田中 勝春村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B468－ 42：15．6 3．5�
713 メジャーブレイク 牡3栗 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 530± 02：16．02� 2．4�
12 タイタンブレイン 牡3栗 56 内田 博幸エンジェルレーシング� 奥平 雅士 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 520－182：16．1� 7．7�
24 ミヤビキング 牡3鹿 56

55 ☆野中悠太郎村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 528＋ 22：16．2� 59．2�
11 サクラヴァルール 牡3黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 480＋ 62：16．3� 11．0�
35 ゲンキチボン 牡3栗 56 木幡 巧也荒井 元明氏 堀井 雅広 日高 スマイルファーム B466－ 22：16．4� 71．9	
47 キューブリック 牡3鹿 56 F．ミナリク�キキアシ 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 518＋ 22：17．67 81．9


（独）

611 ウインラディアント 牡3芦 56 S．フォーリー �ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 548＋ 82：17．7� 8．9�
（愛）

612 クンクンクン 牝3栗 54 菅原 隆一�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 バンブー牧場 436－ 22：18．12� 346．5
59 エアリアルシティー 牡3栗 56 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 476＋ 42：18．31 315．0�
816 フリーファッション 牡3栗 56 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 470－ 62：18．51� 611．7�
36 ドリームロマン 牝3鹿 54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 468－ 62：18．71� 167．0�
48 キールカーディナル 牡3青鹿56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム B468± 02：18．8� 24．8�
23 ネイチャーローズ 牡3栗 56 武士沢友治井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 464－ 42：19．65 484．8�
510 エンパイアブレイズ 牡3栗 56 井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 436－ 62：21．6大差 76．4�
815 インビジブルナイツ 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹ライオンレースホース� 菊沢 隆徳 新ひだか 桜井牧場 522± 02：26．2大差 8．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，180，500円 複勝： 43，945，000円 枠連： 19，136，100円
馬連： 62，318，600円 馬単： 32，001，400円 ワイド： 49，013，300円
3連複： 90，558，500円 3連単： 110，824，200円 計： 441，977，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 120円 � 170円 枠 連（7－7） 400円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 180円 �� 400円 �� 420円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 3，450円

票 数

単勝票数 計 341805 的中 � 77069（2番人気）
複勝票数 計 439450 的中 � 106369（2番人気）� 110990（1番人気）� 49820（3番人気）
枠連票数 計 191361 的中 （7－7） 36957（2番人気）
馬連票数 計 623186 的中 �� 115182（1番人気）
馬単票数 計 320014 的中 �� 28827（2番人気）
ワイド票数 計 490133 的中 �� 87610（1番人気）�� 27594（2番人気）�� 25677（4番人気）
3連複票数 計 905585 的中 ��� 80174（1番人気）
3連単票数 計1108242 的中 ��� 23263（2番人気）

ハロンタイム 7．4―11．7―12．5―12．9―12．9―13．0―12．9―13．0―13．1―13．0―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．4―19．1―31．6―44．5―57．4―1：10．4―1：23．3―1：36．3―1：49．4―2：02．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダルムシュタット �
�
父 タートルボウル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．26 東京10着

2017．3．7生 牡3鹿 母 ダンスオンザルーフ 母母 ダンシングサンデー 5戦1勝 賞金 8，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時45分に変更。
〔その他〕 インビジブルナイツ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」

の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 東京競馬 第５日



03051 2月15日 晴 良 （2東京1） 第5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

815� ア イ ノ ア 牝3鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 米
Fred W. Hertrich III,
John D. Fielding &
Robert L. Tribbett

482－ 41：38．4 29．0�
510 サトノアレックス 牡3栗 56 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 アタマ 2．0�
816 シゲルタイタン 牡3鹿 56 C．ルメール 森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 476± 01：38．82� 4．6�
12 テンチシンメイ 牡3鹿 56 石橋 脩岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 500－ 21：39．12 21．8�
11 ヒ ロ キ ン グ 牡3鹿 56 内田 博幸澤田 孝之氏 黒岩 陽一 新冠 武田 修一 492－ 41：39．2クビ 6．7	
36 トキメキナイス 牡3鹿 56 江田 照男片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 日高 門別牧場 462± 01：39．62� 31．0

612 セイユメアカリ 牡3黒鹿56 北村 宏司金田 成基氏 浅野洋一郎 むかわ 宇南山牧場 446－ 21：39．91	 9．7�
611 エコロキングダム 牡3栃栗56 木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 平取 オークツリー

ファーム 476± 01：40．0� 196．3�
59 センノベステス 牡3栗 56 横山 和生浅野 正敏氏 南田美知雄 日高 日西牧場 480＋ 2 〃 クビ 81．9
48 ブライトオーシャン 牡3鹿 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 聖心台牧場 504－ 21：40．63� 10．6�
35 タイキグロワール 牡3黒鹿56 丸山 元気�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B482－ 21：40．7� 86．4�
714 ビレッジイーグル 牡3黒鹿56 武藤 雅村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 496＋ 81：40．91
 72．2�
23 オンリーワンボーイ 牡3青鹿56 岩田 康誠金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B448± 01：41．0	 31．5�
47 フェスティヴスーリ 牡3黒鹿56 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 464＋ 61：41．95 224．6�
24 � セイウンソルジャー 牡3鹿 56 S．フォーリー 西山 茂行氏 水野 貴広 米 Fred W.

Hertrich III 512－ 61：42．22 293．4�
（愛）

713 アテンミラクル 牡3鹿 56
55 ☆菊沢 一樹玉置 潔氏 高橋 祥泰 浦河 吉田 又治 448＋ 61：42．83� 395．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，380，500円 複勝： 53，239，100円 枠連： 14，661，800円
馬連： 59，641，100円 馬単： 30，379，300円 ワイド： 51，673，900円
3連複： 87，986，600円 3連単： 103，669，900円 計： 438，632，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，900円 複 勝 � 550円 � 130円 � 160円 枠 連（5－8） 500円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 10，410円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，700円 �� 270円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 46，190円

票 数

単勝票数 計 373805 的中 � 10310（7番人気）
複勝票数 計 532391 的中 � 15969（9番人気）� 139019（1番人気）� 91355（2番人気）
枠連票数 計 146618 的中 （5－8） 22430（1番人気）
馬連票数 計 596411 的中 �� 12915（13番人気）
馬単票数 計 303793 的中 �� 2187（33番人気）
ワイド票数 計 516739 的中 �� 10026（14番人気）�� 7018（21番人気）�� 58083（1番人気）
3連複票数 計 879866 的中 ��� 15710（11番人気）
3連単票数 計1036699 的中 ��� 1627（135番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―12．4―12．9―12．5―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．1―47．5―1：00．4―1：12．9―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ア イ ノ ア �
�
父 Blame �

�
母父 First Defence デビュー 2019．12．22 中山7着

2017．3．19生 牝3鹿 母 Summer On the Lawn 母母 Summer Exhibition 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔その他〕 サトノアレックス号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サトノアレックス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年4月15日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 インセンディオ号・カナライズ号・ジョウハリ号・ダイワリチャード号
※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。

03052 2月15日 晴 良 （2東京1） 第5日 第4競走 ��
��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

815 テーオーケインズ 牡3栗 56 C．ルメール 小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 482± 01：37．4 3．6�
611 ダノンファスト 牡3黒鹿56 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 456－ 4 〃 クビ 1．7�
59 アイスシェルフ 牡3黒鹿56 丸山 元気吉田 勝己氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 518－ 41：38．03� 19．2�
11 ヒシタイザン 牡3栗 56 田中 勝春阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 496－ 81：38．53 74．0�
816 サンダーブリッツ 牡3黒鹿56 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 480－ 21：38．6� 16．8�
35 ジ ャ ッ ジ 牡3鹿 56 北村 宏司田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 488± 01：39．02� 66．4	
612 ヴィンカマヨール 牡3芦 56 石橋 脩 
シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 アタマ 37．4�
12 フェイバリット 牡3黒鹿56 横山 和生島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 450± 01：39．1クビ 599．8
48 アイスナイン 牡3鹿 56 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 細川農場 498＋ 6 〃 クビ 35．3�
47 セイエスコート 牡3鹿 56

55 ☆野中悠太郎金田 成基氏 菊川 正達 日高 若林 順一 470－ 21：39．2クビ 440．7�
510 ベイサイドブルー 牡3鹿 56 田辺 裕信 
シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 530－121：39．3� 11．1�
714 ラブリーエンジェル 牝3栗 54 武 豊長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 438＋ 6 〃 クビ 14．0�
36 タイキルークス 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹
大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 508－ 41：39．62 143．0�

713 シゲルミカヅキ 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 中神牧場 448－ 41：39．81	 155．4�
24 コードジェニック 牡3鹿 56 加藤 祥太水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 492－ 21：40．22� 274．7�
23 ノクターンノーツ 牝3鹿 54 福永 祐一飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 480－101：40．83� 60．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，212，500円 複勝： 171，935，400円 枠連： 19，854，700円
馬連： 84，205，500円 馬単： 49，792，500円 ワイド： 72，896，000円
3連複： 121，293，000円 3連単： 179，619，300円 計： 759，808，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 110円 � 280円 枠 連（6－8） 260円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 180円 �� 780円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 7，780円

票 数

単勝票数 計 602125 的中 � 130241（2番人気）
複勝票数 計1719354 的中 � 164029（2番人気）� 1177107（1番人気）� 44257（6番人気）
枠連票数 計 198547 的中 （6－8） 57371（1番人気）
馬連票数 計 842055 的中 �� 186761（1番人気）
馬単票数 計 497925 的中 �� 43892（2番人気）
ワイド票数 計 728960 的中 �� 131176（1番人気）�� 19895（9番人気）�� 36181（4番人気）
3連複票数 計1212930 的中 ��� 63031（4番人気）
3連単票数 計1796193 的中 ��� 16722（19番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―12．7―12．9―12．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．5―48．2―1：01．1―1：13．6―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーケインズ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．10．19 京都3着

2017．4．27生 牡3栗 母 マキシムカフェ 母母 カフェピノコ 4戦2勝 賞金 16，652，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タイセイポリシー号・ヒートライトニング号



03053 2月15日 晴 良 （2東京1） 第5日 第5競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走12時30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
1：19．4
1：19．0

良
良

713 ネ イ ジ ュ 牝3青鹿54 武藤 雅島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 434－101：22．7 29．3�

12 フィオーレカフェ 牝3黒鹿54 柴田 善臣西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 408＋ 2 〃 クビ 95．7�
612 デイトライン 牝3栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：22．8クビ 1．9�
35 ヨ ン ウ ォ ニ 牝3鹿 54 木幡 巧也�ミルファーム 田中 清隆 日高 道見牧場 432± 0 〃 アタマ 96．7�
47 ブ ン ロ ー ト 牡3鹿 56 大野 拓弥石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 プログレスファーム 514＋ 61：23．22� 4．2	
714 ザ ン セ ツ 牡3栗 56 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434＋ 61：23．3クビ 4．7

815 マ ヤ チ ャ ン 牝3鹿 54 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 416－141：23．4� 8．8�
59 ネイチャークイーン 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 田上 徹 412－12 〃 クビ 27．1�
11 ノ ボ ユ キ 牝3栗 54 F．ミナリクLS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 438－ 61：23．71� 44．2�

（独）

24 ミスファビュラス 牝3栗 54 吉田 豊畑 末廣郎氏 古賀 史生 新ひだか タイヘイ牧場 464＋ 6 〃 アタマ 105．6�
23 トレンディー 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 460＋121：24．76 353．4�
611 ネ ネ サ マ 牝3鹿 54 横山 和生村田 哲朗氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 456－ 21：24．91	 24．0�
36 ニシノルーチェ 牝3鹿 54 江田 照男西山 茂行氏 高木 登 浦河 
川 啓一 454－ 21：25．53� 168．5�
510 アプローズパワー 牝3鹿 54 伊藤 工真吉野 弘司氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 434＋101：25．71� 402．8�
816 キタノストラーダ 牝3栗 54 田中 勝春北所 直人氏 石栗 龍彦 日高 厚賀古川牧場 404 ―1：31．1大差 187．3�

（15頭）
48 バ イ カ ル 牝3鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 ムラカミファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 33，536，500円 複勝： 43，797，600円 枠連： 13，681，900円
馬連： 57，202，600円 馬単： 34，996，000円 ワイド： 44，937，100円
3連複： 76，544，400円 3連単： 114，532，300円 計： 419，228，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，930円 複 勝 � 440円 � 980円 � 120円 枠 連（1－7） 3，610円

馬 連 �� 61，570円 馬 単 �� 154，390円

ワ イ ド �� 10，520円 �� 810円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 24，430円 3 連 単 ��� 340，310円

票 数

単勝票数 差引計 335365（返還計 271） 的中 � 9129（7番人気）
複勝票数 差引計 437976（返還計 495） 的中 � 18759（6番人気）� 7623（9番人気）� 154155（1番人気）
枠連票数 差引計 136819（返還計 12） 的中 （1－7） 2933（10番人気）
馬連票数 差引計 572026（返還計 1137） 的中 �� 720（49番人気）
馬単票数 差引計 349960（返還計 526） 的中 �� 170（108番人気）
ワイド票数 差引計 449371（返還計 1264） 的中 �� 1058（47番人気）�� 14929（8番人気）�� 5561（19番人気）
3連複票数 差引計 765444（返還計 3684） 的中 ��� 2349（53番人気）
3連単票数 差引計1145323（返還計 4414） 的中 ��� 244（486番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．0―46．7―58．2―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 13－（7，9）1（3，12）（2，5，11）（4，14）（6，15，10）＝16 4 13＝（7，9）1（2，12）（3，5，11）（4，14）（15，10）6＝16

勝馬の
紹 介

ネ イ ジ ュ �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 ザ ー ル デビュー 2019．7．13 福島5着

2017．2．3生 牝3青鹿 母 エスティマリリン 母母 トーセンスマッシュ 3戦1勝 賞金 5，800，000円
〔出走取消〕 バイカル号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタノストラーダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月15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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エースインザハート号・ゴールドリアリティ号・マイネルピカソ号・メイクアウィッシュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03054 2月15日 晴 良 （2東京1） 第5日 第6競走 ��1，800�3歳新馬
発走13時00分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

34 ロッタチャンセズ 牝3鹿 54 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 390 ―1：51．5 7．4�
711 タツオウカケンラン 牝3青鹿54 岩田 康誠鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか 畠山牧場 430 ― 〃 クビ 6．9�
610 メイショウカイコウ 牡3鹿 56 柴田 善臣松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 本巣 敦 426 ― 〃 アタマ 31．3�
33 アルベロベッロ 牡3鹿 56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 508 ―1：51．81� 1．8�
57 マイネルロベルト 牡3芦 56 宮崎 北斗 �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 430 ―1：52．01� 37．8�
45 クラウンフォース 牡3鹿 56 木幡 巧也矢野 恭裕氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 526 ―1：52．1� 15．6	
11 メイプルスター 牡3鹿 56 横山 和生節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 478 ―1：52．31� 44．9

712 ジュウワンエース 牡3鹿 56 大野 拓弥ジュウワンレイシング組合 新開 幸一 新ひだか 土田 扶美子 400 ―1：52．4� 102．8�
814 グレースケール 牝3芦 54 石川裕紀人橋詰 弘一氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 404 ―1：52．72 139．0�
22 ショウナンハリマオ 牡3芦 56 田辺 裕信国本 哲秀氏 国枝 栄 登別 青藍牧場 498 ―1：53．01� 4．5
813 スマイルフェイス 牝3栗 54 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 500 ―1：53．31� 51．2�
58 ブローガンダーツ 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎�バード商事 土田 稔 新ひだか 静内山田牧場 396 ―1：53．51� 177．4�
46 マラビジョーソ 牡3芦 56 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 平取 坂東牧場 452 ―1：58．2大差 201．0�
69 デルマヒスイ 牝3青 54 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 432 ―2：02．7大差 206．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，424，900円 複勝： 55，790，200円 枠連： 15，445，300円
馬連： 61，481，300円 馬単： 37，214，100円 ワイド： 45，149，100円
3連複： 77，713，300円 3連単： 127，411，100円 計： 463，629，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 280円 � 270円 � 630円 枠 連（3－7） 550円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 830円 �� 2，150円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 13，680円 3 連 単 ��� 64，680円

票 数

単勝票数 計 434249 的中 � 46843（4番人気）
複勝票数 計 557902 的中 � 55253（4番人気）� 58121（3番人気）� 20412（6番人気）
枠連票数 計 154453 的中 （3－7） 21720（2番人気）
馬連票数 計 614813 的中 �� 18670（8番人気）
馬単票数 計 372141 的中 �� 4918（19番人気）
ワイド票数 計 451491 的中 �� 14558（8番人気）�� 5268（20番人気）�� 7438（15番人気）
3連複票数 計 777133 的中 ��� 4258（39番人気）
3連単票数 計1274111 的中 ��� 1428（157番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―12．8―13．4―13．0―12．4―11．7―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．4―38．2―51．6―1：04．6―1：17．0―1：28．7―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ロッタチャンセズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Diamond Green 初出走

2017．3．6生 牝3鹿 母 ワッツダチャンセズ 母母 High Finance 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 マイネルロベルト号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 デルマヒスイ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マラビジョーソ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月15日まで平地競走

に出走できない。



03055 2月15日 晴 良 （2東京1） 第5日 第7競走 ��
��1，600�4歳以上1勝クラス

発走13時30分 （500万円以下） （芝・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
1：30．5
1：30．3

良
良

35 ヘイワノツカイ 牡4栗 57 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 460± 01：33．8 3．8�
713 レディードリー 牝4青鹿55 柴田 善臣小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 444＋ 4 〃 ハナ 28．9�
612 レッドヴァール 牝5鹿 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 アタマ 1．9�
23 � カンパーニャ 牡4栗 57 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 450＋ 5 〃 アタマ 42．1�
47 ウエスタンランポ 牝4鹿 55

54 ☆菊沢 一樹西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 404－ 41：34．01	 256．3�
611
 オフウィドゥス 牡4鹿 56 丸山 元気吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Kia Ora

Stud Pty Ltd 534＋ 81：34．1� 13．4	
510 トウカイオルデン 牡5鹿 57 大野 拓弥内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 488＋121：34．2� 47．0

48 サクステッド �5栗 57 津村 明秀 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 496＋141：34．3 15．2�
714 シャンデフレーズ 牝4鹿 55 S．フォーリー �キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 422＋ 61：34．4� 16．6

（愛）

816� クィーンビー 牝7鹿 55 岩田 康誠�和田牧場 田中 清隆 新冠 対馬 正 508＋141：34．61	 253．5�
11 ダイイチターミナル 牡6鹿 57 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 478＋101：34．81� 30．2�
36 パラレルキャリア 牝4鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 21：34．9 13．8�
815 アイアムヒメ 牝5栗 55 田中 勝春玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 B454＋ 21：35．21 174．3�
12 フジマサディープ 牡4鹿 57

56 ☆野中悠太郎藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 500± 01：35．3クビ 14．9�
24 レーヌジャルダン 牝6鹿 55 武藤 雅 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 454＋141：35．4� 95．2�
59 � ボニーソックス 牝4黒鹿55 F．ミナリク飯田 正剛氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 446＋ 31：37．1大差 234．6�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，472，500円 複勝： 68，028，800円 枠連： 21，935，900円
馬連： 84，245，400円 馬単： 40，395，200円 ワイド： 68，555，000円
3連複： 115，522，700円 3連単： 146，681，200円 計： 590，836，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 340円 � 110円 枠 連（3－7） 1，590円

馬 連 �� 4，170円 馬 単 �� 6，440円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 190円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 18，420円

票 数

単勝票数 計 454725 的中 � 94349（2番人気）
複勝票数 計 680288 的中 � 121231（2番人気）� 27421（8番人気）� 258499（1番人気）
枠連票数 計 219359 的中 （3－7） 10661（7番人気）
馬連票数 計 842454 的中 �� 15642（14番人気）
馬単票数 計 403952 的中 �� 4699（22番人気）
ワイド票数 計 685550 的中 �� 13980（13番人気）�� 118672（1番人気）�� 19140（9番人気）
3連複票数 計1155227 的中 ��� 42397（5番人気）
3連単票数 計1466812 的中 ��� 5772（50番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．6―12．0―11．8―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．5―46．1―58．1―1：09．9―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．7
3 2，12（5，15）6（14，13）7，9，10（4，8）1，11－3－16 4 2，12（5，15）（6，13）（14，8）7，11（9，10）（4，1）3，16

勝馬の
紹 介

ヘイワノツカイ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．13 東京4着

2016．3．16生 牡4栗 母 ジョイチャイルド 母母 ウメノファイバー 14戦2勝 賞金 34，850，000円
※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 クロムウェル号・フィリアーノ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03056 2月15日 晴 良 （2東京1） 第5日 第8競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
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
1：21．5
1：20．3

重
不良

816 アイアムピッカピカ 牝4黒鹿55 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B452± 01：25．6 4．6�
36 イベリスリーフ 牝4栗 55 S．フォーリー �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：25．81 13．9�

（愛）

714� スマイルプリティ 牝6鹿 55 宮崎 北斗臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 492＋101：26．01 276．6�
48 ネイビーアッシュ 牝5青鹿55 津村 明秀吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 492＋ 81：26．21� 17．5�
23 グレイスアン 牝4鹿 55 福永 祐一 TURFレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488－ 21：26．52 3．2�
815 タツオウカランブ 牝5栗 55 吉田 豊鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 492－ 2 〃 ハナ 39．6	
713 アンジェリーブル 牝4栗 55 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450－ 6 〃 ハナ 5．0

59 アテンフェアリー 牝4黒鹿55 岩部 純二齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 460－ 41：26．81� 10．1�
612� コウジンシックス 牝4栗 55 武藤 雅加藤 興一氏 和田 雄二 新冠 中地 義次 422－181：27．33 156．1�
510� スターアイランド 牝4鹿 55 内田 博幸荒井 眞澄氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 422－ 1 〃 ハナ 72．2
47 � マーチャンスルー 牝4鹿 55

54 ☆菊沢 一樹庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 436－ 6 〃 アタマ 185．4�
611 ホウオウモントレー 牝4芦 55 丸山 元気小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 492－ 61：27．51� 7．3�
24 フィリーズラン 牝4鹿 55 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新冠 新冠伊藤牧場 428± 01：27．6	 12．2�
35 � コスモフェリーク 牝5栗 55 横山 和生栗嶋 豊明氏 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 452＋101：27．7	 204．7�
11 � プリティドール 牝4鹿 55

54 ☆野中悠太郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 守矢牧場 B458－231：27．8	 43．5�
12 � アポロノワキザシ 牝4栗 55 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 470－ 81：28．01� 157．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，778，700円 複勝： 63，428，800円 枠連： 24，316，800円
馬連： 94，917，200円 馬単： 39，920，900円 ワイド： 67，749，600円
3連複： 128，012，200円 3連単： 140，446，000円 計： 600，570，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 230円 � 540円 � 4，090円 枠 連（3－8） 2，960円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 5，550円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 14，280円 �� 56，190円

3 連 複 ��� 241，830円 3 連 単 ��� 640，390円

票 数

単勝票数 計 417787 的中 � 71477（2番人気）
複勝票数 計 634288 的中 � 86129（3番人気）� 29478（8番人気）� 3423（16番人気）
枠連票数 計 243168 的中 （3－8） 6360（14番人気）
馬連票数 計 949172 的中 �� 22277（13番人気）
馬単票数 計 399209 的中 �� 5394（22番人気）
ワイド票数 計 677496 的中 �� 15605（14番人気）�� 1201（65番人気）�� 304（110番人気）
3連複票数 計1280122 的中 ��� 397（254番人気）
3連単票数 計1404460 的中 ��� 159（961番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―36．3―49．1―1：01．3―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムピッカピカ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．1．12 中山11着

2016．2．21生 牝4黒鹿 母 アイアムカミノマゴ 母母 アイアムザウィナー 9戦2勝 賞金 20，650，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スズノウメ号・ムーンロード号・モリノカワセミ号
（非抽選馬） 2頭 オメガドーヴィル号・ラソワドール号
※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。



03057 2月15日 曇 良 （2東京1） 第5日 第9競走 ��1，800�テ レ ビ 山 梨 杯
発走14時35分 （芝・左）

牝，4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
テレビ山梨賞（1着）

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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

814 ショウナンバビアナ 牝4青鹿54 M．デムーロ国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 476± 01：47．3 12．9�
611 シングフォーユー 牝4鹿 54 C．ルメール �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 クビ 4．2�
815 アストラサンタン 牝5青鹿55 武 豊丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466± 01：47．51 5．5�
34 エバーミランダ 牝5鹿 55 岩田 康誠宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 434＋ 6 〃 ハナ 28．9�
712 ミモザイエロー 牝4栗 54 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 458＋ 2 〃 クビ 22．3	
610 アップライトスピン 牝4黒鹿54 大野 拓弥 �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 41：47．6� 3．0

58 アルミレーナ 牝6芦 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 456－ 2 〃 クビ 11．3�
713 テンワールドレイナ 牝5栗 55 津村 明秀天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 480＋ 4 〃 ハナ 35．8�
59 ジョブックコメン 牝5黒鹿55 田辺 裕信�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 430＋ 41：47．81 22．4
46 シーオブザムーン 牝4青鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 ハナ 28．4�
11 ア シ ェ ッ ト 牝5鹿 55 F．ミナリク加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 446± 01：48．01� 142．5�

（独）

23 ビックピクチャー 牝4鹿 54 福永 祐一廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 Shall Farm 412－ 81：48．1� 12．6�
35 ク リ ッ パ ー 牝5青鹿55 S．フォーリー 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 アタマ 18．8�

（愛）

22 � グラマラスライフ 牝5黒鹿55 北村 宏司 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 484± 01：48．95 78．0�
47 モリトシラユリ 牝6芦 55 内田 博幸�浜本牧場 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 490＋ 4 〃 アタマ 158．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，635，400円 複勝： 93，485，100円 枠連： 37，198，200円
馬連： 123，421，100円 馬単： 49，427，600円 ワイド： 93，858，300円
3連複： 189，278，200円 3連単： 203，674，700円 計： 843，978，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 390円 � 190円 � 200円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 8，820円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 1，040円 �� 590円

3 連 複 ��� 6，110円 3 連 単 ��� 42，880円

票 数

単勝票数 計 536354 的中 � 33090（6番人気）
複勝票数 計 934851 的中 � 51012（5番人気）� 143293（2番人気）� 131582（3番人気）
枠連票数 計 371982 的中 （6－8） 75221（1番人気）
馬連票数 計1234211 的中 �� 22609（14番人気）
馬単票数 計 494276 的中 �� 4199（34番人気）
ワイド票数 計 938583 的中 �� 18534（14番人気）�� 22895（10番人気）�� 42385（3番人気）
3連複票数 計1892782 的中 ��� 23229（14番人気）
3連単票数 計2036747 的中 ��� 3443（116番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．2―49．0―1：01．1―1：13．1―1：24．4―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．2

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

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

ショウナンバビアナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．3．23 中山5着

2016．5．5生 牝4青鹿 母 シェイクズセレナーデ 母母 Desert Stormer 8戦3勝 賞金 32，579，000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。

03058 2月15日 曇 良 （2東京1） 第5日 第10競走 ��
��1，400�

ひ ば り

雲雀ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．2．9以降2．2．9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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

23 ベストアクター �6芦 55 武 豊 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454＋ 41：20．8 4．1�
24 チカノワール 牝6鹿 52 田中 勝春�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 2 〃 クビ 26．8�
714 トウカイオラージュ 牡4栗 55 石川裕紀人内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 472± 01：21．01� 8．0�
510 フ レ ッ チ ア 牡5青鹿57 C．ルメール�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：21．1クビ 5．7�
612 シトラスノート 牝4鹿 52 津村 明秀吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442－ 8 〃 アタマ 12．4	
47 デスティニーソング 牝6鹿 52 野中悠太郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 456－ 4 〃 ハナ 61．3

36 ペプチドバンブー 牡5黒鹿54 柴田 善臣沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B510＋ 41：21．31� 28．4�
11 ホープフルサイン 牡4黒鹿56 江田 照男 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 484－ 6 〃 ハナ 23．0�
713 ナンヨーイザヨイ 牡4黒鹿54 石橋 脩中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468± 01：21．4	 27．9
12 ムーンチャイム 牝5栗 54 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 61：21．5	 12．3�
815 アンリミット 牝5青鹿54 城戸 義政前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 474－ 8 〃 クビ 13．3�
611 ミ リ ッ サ 牝6栗 53 武藤 雅 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 428－ 41：21．6クビ 33．2�
59 ジョーアラビカ 牡6芦 56 横山 典弘上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 492± 0 〃 アタマ 4．5�
48 ショウナンタイガ 牡4鹿 55 吉田 豊国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 480－101：21．81� 25．2�
816 ウインフェニックス 牡9鹿 55 S．フォーリー �ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 B490± 01：22．01	 63．9�

（愛）

35 マイネルバールマン 牡6芦 55 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 青木 孝文 新ひだか 藤沢牧場 540－ 61：22．31
 227．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，307，600円 複勝： 102，870，200円 枠連： 41，071，500円
馬連： 161，352，000円 馬単： 59，076，600円 ワイド： 111，144，600円
3連複： 240，245，100円 3連単： 257，350，400円 計： 1，037，418，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 640円 � 270円 枠 連（2－2） 7，260円

馬 連 �� 7，740円 馬 単 �� 11，700円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 970円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 21，180円 3 連 単 ��� 112，050円

票 数

単勝票数 計 643076 的中 � 123459（1番人気）
複勝票数 計1028702 的中 � 175731（2番人気）� 33804（9番人気）� 97010（4番人気）
枠連票数 計 410715 的中 （2－2） 4381（21番人気）
馬連票数 計1613520 的中 �� 16156（30番人気）
馬単票数 計 590766 的中 �� 3785（43番人気）
ワイド票数 計1111446 的中 �� 12090（28番人気）�� 30390（6番人気）�� 8869（39番人気）
3連複票数 計2402451 的中 ��� 8507（67番人気）
3連単票数 計2573504 的中 ��� 1665（356番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．1―11．4―11．4―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．4―45．8―57．2―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストアクター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．4．29 東京1着

2014．2．28生 �6芦 母 ベストロケーション 母母 ダイナアクトレス 11戦5勝 賞金 72，094，000円
〔制裁〕 トウカイオラージュ号の騎手石川裕紀人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・9番）

シトラスノート号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番・9
番）

※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 アプルーヴァル号・タイキサターン号・ネリッサ号・ミュージアムヒル号
※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。



03059 2月15日 曇 良 （2東京1） 第5日 第11競走 ��
��1，600�第55回デイリー杯クイーンカップ（ＧⅢ）

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

デイリースポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

11 ミヤマザクラ 牝3芦 54 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：34．0 3．8�

69 マジックキャッスル 牝3鹿 54 S．フォーリー �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 430＋ 2 〃 クビ 5．8�
（愛）

45 セイウンヴィーナス 牝3青鹿54 野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 446± 01：34．1	 265．5�
610 アカノニジュウイチ 牝3鹿 54 横山 典弘�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 448＋101：34．31
 7．8�
46 シャンドフルール 牝3黒鹿54 武 豊前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 41：34．4クビ 11．3	
712 ホウオウピースフル 牝3栗 54 田辺 裕信小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 476＋121：34．61
 4．3

813 チアチアクラシカ 牝3鹿 54 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 494－ 41：34．7	 59．2�
58 サ ナ チ ャ ン 牝3青鹿54 武士沢友治瀬谷 �雄氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 420－12 〃 クビ 236．3
711 アールクインダム 牝3黒鹿54 北村 宏司前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 468－ 41：34．8� 67．6�
33 ル ナ シ オ ン 牝3鹿 54 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 458＋ 81：34．9クビ 3．5�
34 ア ミ ー ク ス 牝3鹿 54 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 450＋ 81：35．43 23．5�
57 ヤマニンプレシオサ 牝3黒鹿54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 462－ 8 〃 アタマ 316．2�
22 メルテッドハニー 牝3黒鹿54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 398＋ 21：35．5� 449．3�
814 インザムービー 牝3鹿 54 石橋 脩安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 468－121：35．81	 105．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 238，088，300円 複勝： 309，519，700円 枠連： 88，687，600円
馬連： 593，777，000円 馬単： 223，360，900円 ワイド： 341，342，300円
3連複： 855，376，100円 3連単： 1，314，325，100円 計： 3，964，477，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 190円 � 2，610円 枠 連（1－6） 640円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 390円 �� 8，390円 �� 9，620円

3 連 複 ��� 39，360円 3 連 単 ��� 119，180円

票 数

単勝票数 計2380883 的中 � 492672（2番人気）
複勝票数 計3095197 的中 � 630701（1番人気）� 469982（4番人気）� 20798（11番人気）
枠連票数 計 886876 的中 （1－6） 106628（2番人気）
馬連票数 計5937770 的中 �� 503081（3番人気）
馬単票数 計2233609 的中 �� 98287（3番人気）
ワイド票数 計3413423 的中 �� 258221（2番人気）�� 9744（41番人気）�� 8490（44番人気）
3連複票数 計8553761 的中 ��� 16297（76番人気）
3連単票数 計13143251 的中 ��� 7995（298番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．2―11．4―12．0―11．9―12．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．1―34．3―45．7―57．7―1：09．6―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤマザクラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．8．18 札幌4着

2017．5．2生 牝3芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 4戦2勝 賞金 54，680，000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。

03060 2月15日 曇 良 （2東京1） 第5日 第12競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

36 トラストロン 牝5黒鹿55 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 452＋ 81：24．1 11．7�
48 フクノグリュック 牡8鹿 57 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B522＋ 21：24．41� 48．4�
24 オールウェイズゼア 牡6黒鹿 57

56 ☆野中悠太郎グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 486± 0 〃 クビ 29．1�
714 ミ ス パ イ ロ 牝6黒鹿55 石橋 脩村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 486－ 41：24．61 4．3�
59 ケイアイビリジアン 牡4栗 57 大野 拓弥亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 522＋ 6 〃 ハナ 6．0�
611 プ タ ハ 牡5鹿 57 岩田 康誠髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B532＋ 2 〃 クビ 4．0�
816 クリムズンフラッグ 牡5黒鹿57 木幡 巧也加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 536± 01：24．8� 11．9	
510 コスモビスティー 牡5鹿 57 津村 明秀岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 484－ 4 〃 アタマ 45．5

23 ベアクアウフ 牡4鹿 57 江田 照男ディアレストクラブ� 清水 英克 むかわ 東振牧場 482± 01：25．43	 216．0�
47 ロジヒューズ 牝5鹿 55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 B484－ 81：25．82	 41．2
612 カゼノドリーム 
8鹿 57 武士沢友治深井 孟氏 石栗 龍彦 新ひだか 水上 習孝 460－ 6 〃 ハナ 369．0�
35 セイウンリリシイ 牝5鹿 55 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 468－101：26．33 27．9�
11 タマモジャイブ 牝4鹿 55

54 ☆菊沢 一樹タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 510－ 41：26．4	 4．2�
12 インバウンド 牝4鹿 55 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム B498＋141：27．14 20．2�
815 スリーミニオン 牡5栗 57 村田 一誠永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B484＋ 41：27．73	 367．6�
713 キョウエイオビエド 牡5芦 57 丸山 元気田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 482＋ 61：30．8大差 140．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 84，415，300円 複勝： 111，375，800円 枠連： 44，370，500円
馬連： 197，125，000円 馬単： 79，029，500円 ワイド： 144，554，000円
3連複： 295，482，400円 3連単： 358，207，000円 計： 1，314，559，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 360円 � 1，070円 � 590円 枠 連（3－4） 5，550円

馬 連 �� 23，470円 馬 単 �� 42，000円

ワ イ ド �� 5，110円 �� 3，180円 �� 8，480円

3 連 複 ��� 98，270円 3 連 単 ��� 615，400円

票 数

単勝票数 計 844153 的中 � 57325（5番人気）
複勝票数 計1113758 的中 � 89547（5番人気）� 25534（11番人気）� 49244（8番人気）
枠連票数 計 443705 的中 （3－4） 6188（23番人気）
馬連票数 計1971250 的中 �� 6509（52番人気）
馬単票数 計 790295 的中 �� 1411（97番人気）
ワイド票数 計1445540 的中 �� 7292（48番人気）�� 11808（38番人気）�� 4372（58番人気）
3連複票数 計2954824 的中 ��� 2255（191番人気）
3連単票数 計3582070 的中 ��� 422（1108番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．6―12．0―12．1―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．3―34．9―46．9―59．0―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トラストロン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2017．8．12 札幌6着

2015．5．8生 牝5黒鹿 母 セイントブルック 母母 Royal Brook 22戦3勝 賞金 40，700，000円
〔制裁〕 セイウンリリシイ号の騎手武藤雅は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウエイオビエド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月15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。
（非当選馬） 2頭 クリップスプリンガ号・シャンボールナイト号



（2東京1）第5日 2月15日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 186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

243，490，000円
3，020，000円
28，810，000円
1，710，000円
28，690，000円
78，507，500円
5，353，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
768，070，000円
1，171，461，700円
357，746，600円
1，643，313，400円
706，027，500円
1，143，418，800円
2，373，632，500円
3，158，711，100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 11，322，381，600円

総入場人員 27，046名 （有料入場人員 25，699名）
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