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03061 2月14日 晴 良 （3東京1） 第6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

816 アラカザーム 牝3栗 54 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 452－ 21：19．5 47．7�
59 ユメノシラベ 牝3栗 54 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 494＋ 21：20．24 15．5�
35 ショウナンアドール 牝3鹿 54 横山 武史国本 哲秀氏 加藤士津八 新冠 ムラカミファーム 458＋ 41：20．3� 5．7�
713 ロングジャーニー 牝3栗 54 津村 明秀密山 根成氏 武市 康男 新冠 三村 卓也 450－ 21：20．72� 5．6�
11 ケ プ チ ャ ン 牡3栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 和田 勇介 浦河 ミルファーム 476＋ 8 〃 ハナ 131．7�
510 ニンジャゴー 牡3栗 56 M．デムーロ野村 茂雄氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 422－ 61：20．9� 7．7	
47 ヴィオマージュ 牡3鹿 56 木幡 巧也 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 482－ 21：21．0� 7．8�
612 ステイホームバブル 牡3栗 56 松山 弘平飯田 正剛氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 472－ 21：21．95 11．0�
48 カ ザ ル ス 牡3栗 56 石川裕紀人浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 494＋ 41：22．0クビ 37．3
24 ドリップワン 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 380－ 61：22．1� 190．8�
12 ウォーターリリー 牝3鹿 54

51 ▲原 優介村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 476－181：22．41� 84．3�
23 シーレカズマ 牡3鹿 56 丸山 元気合同会社雅苑興業 宮田 敬介 新冠 パカパカ

ファーム B482＋ 6 〃 クビ 19．6�
815 ラインオブフェイト 牝3栗 54 戸崎 圭太 
YGGホースクラブ 田島 俊明 日高 奥山 博 472± 01：22．82� 3．2�
611 ヴァンキッシュ 牡3栗 56 宮崎 北斗山上 和良氏 的場 均 新ひだか 山際セントラルスタッド 428－12 〃 アタマ 413．9�
714 リュウノマーチャン 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 育也蓑島 竜一氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 474－ 21：23．97 167．0�
36 ロ ジ ネ イ ア 牝3黒鹿54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 洞�湖 レイクヴィラファーム 434＋ 41：24．64 21．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，494，700円 複勝： 64，918，100円 枠連： 11，988，000円
馬連： 71，691，300円 馬単： 29，866，700円 ワイド： 60，577，800円
3連複： 106，408，100円 3連単： 105，143，800円 計： 486，088，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，770円 複 勝 � 1，120円 � 400円 � 240円 枠 連（5－8） 750円

馬 連 �� 29，180円 馬 単 �� 61，530円

ワ イ ド �� 6，350円 �� 3，480円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 43，340円 3 連 単 ��� 470，550円

票 数

単勝票数 計 354947 的中 � 5942（11番人気）
複勝票数 計 649181 的中 � 13006（11番人気）� 41760（6番人気）� 83396（4番人気）
枠連票数 計 119880 的中 （5－8） 12257（1番人気）
馬連票数 計 716913 的中 �� 1904（50番人気）
馬単票数 計 298667 的中 �� 364（110番人気）
ワイド票数 計 605778 的中 �� 2416（50番人気）�� 4450（37番人気）�� 11778（16番人気）
3連複票数 計1064081 的中 ��� 1841（111番人気）
3連単票数 計1051438 的中 ��� 162（904番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．2―12．3―12．8―12．6―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．0―29．2―41．5―54．3―1：06．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アラカザーム �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．8．9 新潟14着

2018．4．7生 牝3栗 母 ボンジュールカレン 母母 ベンチャービジネス 4戦1勝 賞金 5，610，000円
〔その他〕 ラインオブフェイト号は，3コーナーで歩様を乱し，減速したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リュウノマーチャン号・ロジネイア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月

14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリオシタース号・ネオトリニティー号
（非抽選馬） 3頭 キタノドンポートロ号・キミョウキテレツ号・マリノアマービレ号

03062 2月14日 晴 良 （3東京1） 第6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 エスジープリンセス 牝3芦 54 大野 拓弥後藤 貞夫氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム 470 ―1：27．4 5．5�
23 スラップショット 牡3鹿 56 坂井 瑠星�ノースヒルズ 大竹 正博 新ひだか 桜井牧場 490 ― 〃 クビ 6．3�
36 ペダンクルアーチ 牡3栗 56 丸山 元気谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B504 ―1：28．14 6．1�
611 イールドブラック 牡3鹿 56 嘉藤 貴行松田 幸生氏 奥平 雅士 新ひだか ヒサイファーム 446 ―1：28．2� 2．5�
24 トップオアシス 牡3黒鹿56 岩部 純二紅露 純氏 萱野 浩二 新冠 細川農場 438 ―1：28．41� 18．2�
47 ミラーウォーカーズ 牝3鹿 54 宮崎 北斗ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 モリナガファーム 494 ―1：29．03� 68．8	
12 ニシノラフカット 牡3鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 436 ―1：29．21� 16．4

815 ハ シ ュ マ ル 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 山田牧場 442 ― 〃 ハナ 20．1�
11 フ ル コ ー ス 牝3黒鹿54 北村 宏司内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 442 ―1：29．83� 72．3�
612 ルピナスアイ 牝3栗 54

51 ▲原 優介大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468 ― 〃 ハナ 88．5
713 アタカヒール 牝3栗 54 横山 武史�高瀬牧場 鈴木 伸尋 新冠 高瀬牧場 416 ―1：30．43� 12．9�
816 ロ ト 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子小原準一郎氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 456 ― 〃 クビ 32．3�
35 エストラテーガ 牡3鹿 56 木幡 巧也 �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 グランド牧場 496 ―1：30．71� 30．6�
59 ピロコレーヌ 牝3栗 54 嶋田 純次長橋 賢吾氏 小笠 倫弘 新ひだか 野坂牧場 430 ―1：33．6大差 167．4�
48 サーフアンドターフ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 478 ―1：37．0大差 172．9�
（15頭）

714 ネオヒューズ 牡3栗 56 戸崎 圭太西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 484 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，144，600円 複勝： 41，607，500円 枠連： 11，232，700円
馬連： 40，459，200円 馬単： 17，699，100円 ワイド： 33，084，300円
3連複： 49，471，900円 3連単： 52，740，900円 計： 275，440，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 240円 � 230円 枠 連（2－5） 2，140円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 800円 �� 600円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 24，890円

票 数

単勝票数 差引計 291446（返還計 45382） 的中 � 41928（2番人気）
複勝票数 差引計 416075（返還計 60913） 的中 � 55605（2番人気）� 44210（4番人気）� 47417（3番人気）
枠連票数 差引計 112327（返還計 2203） 的中 （2－5） 4067（10番人気）
馬連票数 差引計 404592（返還計122190） 的中 �� 14435（9番人気）
馬単票数 差引計 176991（返還計 50064） 的中 �� 3544（14番人気）
ワイド票数 差引計 330843（返還計103483） 的中 �� 10447（8番人気）�� 14342（4番人気）�� 12238（6番人気）
3連複票数 差引計 494719（返還計243367） 的中 ��� 9779（12番人気）
3連単票数 差引計 527409（返還計237813） 的中 ��� 1536（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．6―49．4―1：02．2―1：14．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスジープリンセス �
�
父 アンライバルド �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2018．4．21生 牝3芦 母 アースファイヤー 母母 プリンセスデリーデ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走除外〕 ネオヒューズ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピロコレーヌ号・サーフアンドターフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月

14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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 ヴィグラスレディー号・エナジーボーイ号・キヒンシツノオンナ号・キングスハンド号・キームベイ号・

サイレントギフト号・ナリノストーム号・ニャンニャン号・ノルトエンデ号・ピヨピヨピピピ号・
フクシマグラチャン号・プレナイト号・ベルベストエバー号

第１回 東京競馬 第６日



03063 2月14日 晴 良 （3東京1） 第6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 コンソレーション 牡3青 56 石橋 脩伊東 純一氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490－ 41：39．2 8．4�
23 インヴァリアンス 牡3栗 56 M．デムーロ�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 480± 0 〃 クビ 28．7�
59 オブデュモンド 牡3黒鹿56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 北星村田牧場 512－ 81：39．62� 3．0�
713 ショウナンカホウ 牡3鹿 56 横山 武史国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 546＋ 4 〃 クビ 12．0�
12 ターニングアップ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新冠 中本 隆志 448－101：39．7クビ 20．9	
510 デルマタモン 牡3栗 56 北村 宏司浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 510＋ 21：39．8� 93．9

612� キトゥンズルンバ 牡3栗 56 田辺 裕信吉田 千津氏 杉浦 宏昭 米

Frederick M. Allor,
Kenneth L. Ramsey
& Sarah K. Ramsey

470－ 21：39．9� 16．7�
611� メ リ オ ダ ス 牡3鹿 56 松山 弘平山口功一郎氏 栗田 徹 米

Fred W. Hertrich
111＆ John D.
Fielding

494＋121：40．0� 4．6�
714 ワイドモーゼ 牡3青鹿56 大野 拓弥幅田 昌伸氏 武井 亮 新ひだか 乾 皆雄 476＋ 6 〃 ハナ 187．6
48 ディープステイト 牡3鹿 56 坂井 瑠星ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462± 0 〃 アタマ 206．3�
47 クロノフルール 牝3芦 54 福永 祐一�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 488± 01：40．1クビ 22．0�
815 シュルードアイズ 牡3栗 56 戸崎 圭太水上 行雄氏 牧 光二 日高 日西牧場 492± 01：40．2� 5．4�
36 モーリスシチー 牡3栗 56 野中悠太郎 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか カタオカフアーム 486± 01：40．3� 32．8�
816 グランデモナルカ 牡3黒鹿56 丸山 元気 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 472＋221：40．94 13．3�
24 トラストドーベル 牝3黒鹿54 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 480－ 41：42．28 84．5�
11 ジャヤワルダナ �3栗 56 武藤 雅大谷 正嗣氏 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 B522＋ 41：43．26 289．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，993，200円 複勝： 81，754，800円 枠連： 14，377，700円
馬連： 78，558，500円 馬単： 31，118，800円 ワイド： 74，795，000円
3連複： 117，141，400円 3連単： 116，997，100円 計： 562，736，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 280円 � 590円 � 160円 枠 連（2－3） 5，210円

馬 連 �� 10，820円 馬 単 �� 18，970円

ワ イ ド �� 3，430円 �� 620円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 11，320円 3 連 単 ��� 84，230円

票 数

単勝票数 計 479932 的中 � 45275（4番人気）
複勝票数 計 817548 的中 � 72537（5番人気）� 28767（11番人気）� 165286（1番人気）
枠連票数 計 143777 的中 （2－3） 2136（21番人気）
馬連票数 計 785585 的中 �� 5625（35番人気）
馬単票数 計 311188 的中 �� 1230（64番人気）
ワイド票数 計 747950 的中 �� 5389（40番人気）�� 32791（4番人気）�� 10293（25番人気）
3連複票数 計1171414 的中 ��� 7759（40番人気）
3連単票数 計1169971 的中 ��� 1007（290番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．2―49．0―1：02．0―1：14．6―1：26．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンソレーション �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2020．8．8 新潟4着

2018．5．4生 牡3青 母 アイスドール 母母 ビスクドール 6戦1勝 賞金 10，200，000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 トーヨーヒヨウ号・フレーゲル号

03064 2月14日 晴 良 （3東京1） 第6日 第4競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走11時40分 （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

612 グランツアーテム 牡3鹿 56 横山 典弘西森 功氏 中川 公成 様似 髙村 伸一 484＋101：38．1 2．0�
47 レオカクテル 牡3栗 56 木幡 巧也�レオ 萱野 浩二 浦河 江谷牧場 B480± 01：38．31� 95．8�
12 ビーカレイジャス 牡3栗 56 武藤 雅藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 506－ 81：38．61� 15．5�
35 フィールザワールド 牡3鹿 56 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 466＋ 2 〃 クビ 29．2�
59 	 コズミックマインド 牡3鹿 56 横山 武史�レッドマジック田島 俊明 米 Candy Mead-

ows LLC 452＋ 2 〃 ハナ 43．5�
611 ショウリノカンパイ 牝3鹿 54 田中 勝春平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 472－ 61：38．81 7．6	
510 ショウナンアストラ 牡3黒鹿56 津村 明秀国本 哲秀氏 矢野 英一 むかわ 上水牧場 466－ 21：38．9� 22．6


24 ララシャルロット 牝3栗 54 大野 拓弥フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 472－ 41：39．11� 21．9�
（法942）

714 ゼ ロ ー ソ 牡3栗 56 丸山 元気ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496＋ 61：39．2クビ 27．8�

36 ロ ス コ フ 牡3鹿 56 福永 祐一吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 482－ 2 〃 クビ 4．3
816 ゴーストレート 牡3青鹿56 内田 博幸堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486－10 〃 アタマ 49．7�
23 ジュラメント 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 428＋ 21：40．26 61．0�
713 フクノラプラーニュ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行福島 祐子氏 田島 俊明 日高 天羽 禮治 470± 0 〃 ハナ 581．1�
48 アイノファンタジー 牡3鹿 56 吉田 豊ライフエンタープライズ� 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 460＋ 6 〃 クビ 202．8�
11 グランスエーニョ 牡3鹿 56 野中悠太郎 DMMドリームクラブ� 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 502＋101：40．51� 14．0�
815
 シャドウヘリテイジ 牡3栗 56 坂井 瑠星飯塚 知一氏 林 徹 日高 クラウン日高牧場 522－141：41．67 38．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，696，800円 複勝： 83，958，700円 枠連： 19，692，900円
馬連： 86，099，700円 馬単： 38，518，200円 ワイド： 82，226，900円
3連複： 134，864，200円 3連単： 141，218，600円 計： 641，276，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 1，320円 � 310円 枠 連（4－6） 5，080円

馬 連 �� 6，080円 馬 単 �� 7，920円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 560円 �� 10，200円

3 連 複 ��� 16，950円 3 連 単 ��� 69，690円

票 数

単勝票数 計 546968 的中 � 215623（1番人気）
複勝票数 計 839587 的中 � 298046（1番人気）� 10232（14番人気）� 53898（4番人気）
枠連票数 計 196929 的中 （4－6） 3002（14番人気）
馬連票数 計 860997 的中 �� 10957（17番人気）
馬単票数 計 385182 的中 �� 3643（23番人気）
ワイド票数 計 822269 的中 �� 12510（16番人気）�� 40495（3番人気）�� 1957（70番人気）
3連複票数 計1348642 的中 ��� 5964（57番人気）
3連単票数 計1412186 的中 ��� 1469（199番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．2―47．6―1：00．4―1：13．1―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランツアーテム �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．8．30 新潟5着

2018．4．4生 牡3鹿 母 オクシペタルム 母母 エアウイングス 4戦2勝 賞金 14，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 シンヨモギネス号・セイウンロミオ号・ダイシンピスケス号・マサハヤサン号



03065 2月14日 晴 良 （3東京1） 第6日 第5競走 ��1，800�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
1：44．2
1：43．9

良
良

36 � ゴールデンシロップ 牡3黒鹿56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 愛 Hall of
Fame Stud 532＋ 21：46．7 7．5�

816 コスモマイン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 41：46．91� 6．6�
612 ウインザナドゥ 牡3栗 56 横山 武史�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 458± 01：47．22 8．1�
23 シテフローラル 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 442± 01：47．3クビ 1．5�
12 ホットポッド 牡3青 56

55 ☆木幡 育也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 440＋161：47．62 61．1	
24 ドルフィンクエスト 牡3鹿 56 坂井 瑠星�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B466＋ 61：47．7� 126．8

11 シャドウアルテミス 牝3青鹿54 福永 祐一飯塚 知一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 430＋ 21：48．23 25．2�
48 フェットデメール 牝3鹿 54 杉原 誠人 �キャロットファーム 武井 亮 安平 ノーザンファーム 394－241：48．3� 106．7�
47 ムラサメマル 牡3鹿 56 蛯名 正義高橋 文男氏 尾形 和幸 日高 藤本ファーム 452＋ 4 〃 アタマ 22．1
59 ノーブルパレス 牡3鹿 56 宮崎 北斗吉木 伸彦氏 中川 公成 新冠 新冠伊藤牧場 452＋ 21：48．61� 46．1�
815 ロッソネーリ 牝3鹿 54 木幡 初也�GET NEXT 武市 康男 新ひだか 今 牧場 432± 01：48．81 562．7�
713 カフェファンタスト 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 494－ 81：48．91 412．2�
510 ダノンマデイラ 牡3黒鹿56 田辺 裕信�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 464 ―1：49．42� 34．3�
714 ハ ン ザ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子吉田 和美氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 422± 01：49．72 202．6�
35 ティルピッツ 牡3栗 56 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 516＋ 41：51．08 621．8�
611 アモーレグリーン 牡3芦 56 石川裕紀人青芝商事� 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 442＋ 61：57．0大差 166．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，497，800円 複勝： 138，113，600円 枠連： 14，637，000円
馬連： 75，201，600円 馬単： 44，168，900円 ワイド： 69，333，100円
3連複： 109，192，500円 3連単： 169，270，900円 計： 675，415，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 370円 � 300円 � 340円 枠 連（3－8） 2，570円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 660円 �� 630円 �� 520円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 22，010円

票 数

単勝票数 計 554978 的中 � 58977（3番人気）
複勝票数 計1381136 的中 � 94410（4番人気）� 126720（2番人気）� 106634（3番人気）
枠連票数 計 146370 的中 （3－8） 4403（8番人気）
馬連票数 計 752016 的中 �� 22063（9番人気）
馬単票数 計 441689 的中 �� 7352（13番人気）
ワイド票数 計 693331 的中 �� 26586（8番人気）�� 27782（7番人気）�� 34953（5番人気）
3連複票数 計1091925 的中 ��� 18425（14番人気）
3連単票数 計1692709 的中 ��� 5575（64番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．8―12．2―12．6―12．1―11．3―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―35．5―47．7―1：00．3―1：12．4―1：23．7―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．3

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

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

勝馬の
紹 介

�ゴールデンシロップ �
�
父 Havana Gold �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2020．10．18 東京4着

2018．2．26生 牡3黒鹿 母 Muscovado 母母 Only Royale 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティルピッツ号・アモーレグリーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月

14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アルマブレイド号・キタノクリスタル号・セイウンゴールド号・バーガンディ号・ヒアーズトゥライフ号

03066 2月14日 晴 良 （3東京1） 第6日 第6競走 ��2，100�4歳以上1勝クラス
発走13時00分 （ダート・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：06．7
2：05．9

良
良

711� アメリカンフェイス 牡4栗 56 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 George
Krikorian 482－ 42：12．4 2．9�

33 ト ラ モ ン ト 牡4栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム B520± 02：12．61� 2．5�
814 エターナルボンド 牡4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 514－102：13．23� 5．8�
57 ダルムシュタット 	4鹿 56 江田 照男村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 466－ 22：13．51� 203．0�
34 ヤマノマタカ 牡4鹿 56 石川裕紀人澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B486＋162：13．92� 17．0	
813 ハ ン ド リ ー 牝6栗 55 北村 宏司大倉 佑介氏 松永 康利 青森 諏訪牧場 472＋ 42：14．32� 267．2

46 スキルショット 牡4鹿 56 内田 博幸横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 496± 02：14．72� 8．0�
22 ボーイズオブサマー 	5栗 57 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 502± 02：15．23 376．4�
58 �
 セイウンソルジャー 牡4鹿 56 武藤 雅西山 茂行氏 小手川 準 米 Fred W.

Hertrich III 524－ 22：15．3� 18．9
712 ア ラ タ 牡4鹿 56 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 474＋122：15．51� 15．8�
11 プレイングラン 牡5栗 57 横山 武史スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 平野牧場 488＋ 42：16．02� 43．4�
45 ワンダーヴァレッタ 牡5栗 57

54 ▲小林 脩斗山口 正行氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 462＋102：16．95 462．9�
610
 ヒロノワカムシャ 	7黒鹿57 田中 勝春小野 博郷氏 石栗 龍彦 日高 ファーミングヤナキタ 492－ 42：17．32� 207．2�
69 � グーガルドリームズ 	4黒鹿56 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Nagako

Fujita 482－ 22：17．83 76．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 51，617，400円 複勝： 56，724，200円 枠連： 14，720，500円
馬連： 78，380，100円 馬単： 40，286，800円 ワイド： 63，980，600円
3連複： 112，386，100円 3連単： 154，460，900円 計： 572，556，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 130円 � 190円 枠 連（3－7） 240円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 180円 �� 340円 �� 480円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 3，150円

票 数

単勝票数 計 516174 的中 � 139406（2番人気）
複勝票数 計 567242 的中 � 143988（1番人気）� 123948（2番人気）� 56481（4番人気）
枠連票数 計 147205 的中 （3－7） 46922（1番人気）
馬連票数 計 783801 的中 �� 207812（1番人気）
馬単票数 計 402868 的中 �� 63567（1番人気）
ワイド票数 計 639806 的中 �� 112706（1番人気）�� 44078（3番人気）�� 28566（6番人気）
3連複票数 計1123861 的中 ��� 96478（2番人気）
3連単票数 計1544609 的中 ��� 35508（4番人気）

ハロンタイム 7．4―11．4―12．9―13．0―11．8―13．1―12．7―12．6―12．7―12．1―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．4―18．8―31．7―44．7―56．5―1：09．6―1：22．3―1：34．9―1：47．6―1：59．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンフェイス �
�
父 Tapit �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．10．19 東京4着

2017．5．9生 牡4栗 母 Screen Goddess 母母 Topliner 12戦2勝 賞金 27，300，000円
〔その他〕 グーガルドリームズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 グーガルドリームズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年3月14日まで出走できない。



03067 2月14日 晴 良 （3東京1） 第6日 第7競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （芝・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：20．6
2：20．6

良
良

33 フィリオアレグロ 牡4鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B488＋142：27．2 1．5�
56 ラヴィンジャー 牝5黒鹿55 戸崎 圭太丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 432± 02：27．41� 11．4�
711 サクラヴァルール 牡4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－ 42：27．61� 16．7�
812 アイブランコ 牡4栗 56 内田 博幸ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 504－ 62：27．7� 6．6�
45 ミ ラ イ オ ー 牡5鹿 57 木幡 巧也林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 524＋ 82：27．8� 48．7	
44 エクセレントラン 牡4鹿 56 吉田 豊田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 486－ 22：28．11� 7．6

22 ナ ミ ブ �5鹿 57 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 22：28．31� 42．4�
813 ビートザウイングス �4栗 56 武藤 雅 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B482＋ 22：28．51� 28．1�
57 パーディシャー 牡4鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 438＋ 62：28．6� 28．9
68 	 アルスラーン 牡6黒鹿57 北村 宏司小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 510＋202：28．81� 34．1�
710 フェスティヴスーリ 牡4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 478＋ 82：29．01� 123．4�
69 
 コ ス モ ク ウ 牡4鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 上原 博之 米

Robert Nataf,
Joe Allen &
Tim Thornton

490＋ 62：29．42� 183．6�
11 	 コルドゥーン 牡5青鹿57 野中悠太郎西 浩明氏 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 454＋ 22：30．99 295．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，498，400円 複勝： 158，542，300円 枠連： 14，721，600円
馬連： 68，786，300円 馬単： 44，049，800円 ワイド： 63，012，700円
3連複： 110，184，700円 3連単： 204，364，300円 計： 706，160，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 210円 � 300円 枠 連（3－5） 420円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 330円 �� 530円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 6，550円

票 数

単勝票数 計 424984 的中 � 225142（1番人気）
複勝票数 計1585423 的中 � 1174860（1番人気）� 62839（4番人気）� 37137（5番人気）
枠連票数 計 147216 的中 （3－5） 26738（3番人気）
馬連票数 計 687863 的中 �� 74645（3番人気）
馬単票数 計 440498 的中 �� 40857（3番人気）
ワイド票数 計 630127 的中 �� 53463（3番人気）�� 30451（4番人気）�� 8818（17番人気）
3連複票数 計1101847 的中 ��� 28333（10番人気）
3連単票数 計2043643 的中 ��� 22587（16番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．1―13．0―12．2―12．5―12．6―12．5―12．4―11．6―11．1―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�
13．1―24．7―37．8―50．8―1：03．0―1：15．5―1：28．1―1：40．6―1：53．0―2：04．6―2：15．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィリオアレグロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rossini デビュー 2019．10．19 東京1着

2017．2．6生 牡4鹿 母 ジョコンダⅡ 母母 La Joconde 6戦2勝 賞金 41，331，000円

03068 2月14日 晴 良 （3東京1） 第6日 第8競走 ��1，600�4歳以上2勝クラス
発走14時00分 （芝・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
1：30．5
1：30．3

良
良

22 トミケンボハテル 牡7芦 57 吉田 豊富樫アキ子氏 古賀 史生 日高 藤本ファーム B504＋ 81：33．9 19．8�
56 モ ー ベ ッ ト 牝4栗 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 470＋101：34．43 2．3�
79 ショーヒデキラ 牡5鹿 57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 496＋ 81：34．5� 3．9�
11 シ ャ チ 牡4鹿 57

54 ▲原 優介中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 476＋ 41：34．6クビ 106．6�
812 ゴールドティア 牝4鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B474＋ 61：34．7� 4．7�
67 エバーミランダ 牝6鹿 55 内田 博幸宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 442＋ 4 〃 ハナ 51．8	
68 ショワドゥロワ 牡7黒鹿57 坂井 瑠星村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 516－ 81：34．8� 92．2

33 アドマイヤシナイ 牡7鹿 57 野中悠太郎近藤 旬子氏 柄崎 孝 洞�湖 レイクヴィラファーム B462＋ 21：34．9クビ 61．1�
710 エメラルスター 牡7黒鹿57 石橋 脩高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 464－ 61：35．0� 65．9�
44 レディードリー 牝5青鹿55 木幡 巧也小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 448＋ 41：35．21 148．9
811 アーザムブルー 牡7黒鹿 57

55 ◇藤田菜七子 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 アタマ 45．9�
55 チビラーサン 牝5栗 55 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 446－ 2 〃 クビ 4．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 50，390，700円 複勝： 64，861，900円 枠連： 16，118，700円
馬連： 83，942，300円 馬単： 42，200，900円 ワイド： 66，012，300円
3連複： 118，279，700円 3連単： 182，244，500円 計： 624，051，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 280円 � 130円 � 140円 枠 連（2－5） 1，200円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 6，020円

ワ イ ド �� 680円 �� 860円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 23，420円

票 数

単勝票数 計 503907 的中 � 20292（5番人気）
複勝票数 計 648619 的中 � 41426（5番人気）� 151897（1番人気）� 135768（2番人気）
枠連票数 計 161187 的中 （2－5） 10361（5番人気）
馬連票数 計 839423 的中 �� 31531（7番人気）
馬単票数 計 422009 的中 �� 5254（14番人気）
ワイド票数 計 660123 的中 �� 22911（7番人気）�� 17599（8番人気）�� 79907（1番人気）
3連複票数 計1182797 的中 ��� 38485（6番人気）
3連単票数 計1822445 的中 ��� 5640（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．6―47．3―59．1―1：10．6―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．8
3 2，3（1，12）4，6，7，8（10，5）9，11 4 2，3（1，12）4（7，6）（10，8）5，9－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トミケンボハテル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Caerleon デビュー 2016．12．23 中山2着

2014．4．15生 牡7芦 母 ヴァルネリーナ 母母 Lady Capulet 29戦3勝 賞金 54，336，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 シャチ号の騎手原優介は，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10，000円。（被害馬：4番）



03069 2月14日 晴 良 （3東京1） 第6日 第9競走 ��
��1，800�

は つ ね

初音ステークス
発走14時35分 （芝・左）
牝，4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳54�5歳以上55�

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
1：44．2
1：43．9

良
良

59 デ ゼ ル 牝4青鹿54 C．ルメール �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 482－ 41：45．4 1．7�
713 シングフォーユー 牝5鹿 55 松山 弘平 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 482＋ 21：45．61 95．9�
36 ジ ョ デ ィ ー 牝5鹿 55 坂井 瑠星小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 506＋ 81：45．81� 12．0�
35 アクアミラビリス 牝5鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 430＋ 6 〃 アタマ 10．1�
815 ショウナンハレルヤ 牝4鹿 54 横山 武史国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 森永 聡 452－ 6 〃 アタマ 7．8�
48 ショウリュウハル 牝4栗 54 戸崎 圭太上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：45．9クビ 20．3	
12 フィオリキアリ 牝4鹿 54 北村 宏司槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋ 41：46．11	 35．4

510 フィニフティ 牝6芦 55 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 458＋ 4 〃 クビ 14．4�
11 レオンドーロ 牝5黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B492＋ 21：46．31	 71．7�
611 チェーンオブラブ 牝4栗 54 石橋 脩前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478± 01：46．51	 33．9
47 レオコックブルー 牝6黒鹿55 石川裕紀人親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 444± 01：46．71	 427．1�
24 ローズテソーロ 牝5青鹿55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか 幌村牧場 474± 01：47．23 60．2�
714 ラルナブリラーレ 牝4鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 468－ 21：47．83� 8．3�
23 ショウナンバビアナ 牝5青鹿55 野中悠太郎国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 478－ 81：48．01� 179．1�
612 イノセントミューズ 牝5鹿 55 津村 明秀 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 478－101：48．1クビ 253．5�
816 サヴォワールエメ 牝5栗 55 武藤 雅平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 458－ 81：48．73� 272．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 85，172，200円 複勝： 139，430，600円 枠連： 26，149，700円
馬連： 156，848，200円 馬単： 72，251，800円 ワイド： 124，671，800円
3連複： 233，945，100円 3連単： 311，666，900円 計： 1，150，136，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，120円 � 290円 枠 連（5－7） 670円

馬 連 �� 4，970円 馬 単 �� 7，290円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 510円 �� 8，740円

3 連 複 ��� 19，340円 3 連 単 ��� 77，220円

票 数

単勝票数 計 851722 的中 � 400069（1番人気）
複勝票数 計1394306 的中 � 557445（1番人気）� 18540（12番人気）� 88883（5番人気）
枠連票数 計 261497 的中 （5－7） 30000（3番人気）
馬連票数 計1568482 的中 �� 24435（14番人気）
馬単票数 計 722518 的中 �� 7430（17番人気）
ワイド票数 計1246718 的中 �� 13616（24番人気）�� 68289（5番人気）�� 3463（61番人気）
3連複票数 計2339451 的中 ��� 9068（60番人気）
3連単票数 計3116669 的中 ��� 2926（211番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．3―46．8―58．5―1：10．1―1：21．8―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

デ ゼ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Le Havre デビュー 2020．3．15 阪神1着

2017．2．18生 牝4青鹿 母 アヴニールセルタン 母母 Puggy 6戦3勝 賞金 56，506，000円
※チェーンオブラブ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

03070 2月14日 晴 良 （3東京1） 第6日 第10競走 ��
��1，400�バレンタインステークス

発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額600万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 スリーグランド 牡4栗 57 戸崎 圭太永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 468－ 41：23．1 8．2�
59 タガノビューティー 牡4鹿 57 石橋 脩八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514－ 21：23．63 3．1�
48 レッドフレイ 牡6黒鹿57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 21：23．7	 44．7�
11 
 テーオーターゲット 牡5黒鹿56 C．ルメール 小笹 公也氏 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 518＋101：23．8クビ 6．0�
24 ド リ ュ ウ 牡6栗 57 杉原 誠人�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 464＋101：24．22	 64．3	
816 ニューモニュメント 牡5鹿 57 松山 弘平前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 492－ 2 〃 クビ 4．5

36 ウルトラマリン 牝4栗 55 横山 典弘 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 480± 0 〃 アタマ 21．2�
612 ヴァニラアイス 牝5鹿 54 坂井 瑠星�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 464－ 41：24．4� 11．8�
35 ヒ ラ ソ ー ル �5鹿 57 田中 勝春阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 B480－ 41：24．5� 43．7
23 シ ョ ー ム 牡6栗 59 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 502＋ 8 〃 クビ 45．4�
815 メイショウウズマサ 牡5黒鹿57 横山 武史松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 498－ 21：24．81� 34．5�
713 ロードグラディオ 牡5黒鹿57 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 502＋ 81：24．9	 20．3�
510 フ ォ ー テ 牡4黒鹿57 福永 祐一寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B506＋101：25．21	 16．4�
47 モルフェオルフェ 牝6鹿 55 江田 照男並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 456－ 41：26．79 143．1�
611
 ス パ ー ダ 牡6鹿 57 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Fairlawn
Farm B494－ 21：27．34 19．4�

714 ロイヤルパールス 牡6鹿 57 丸山 元気ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B534－ 21：27．4	 89．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 76，757，800円 複勝： 119，501，800円 枠連： 39，868，900円
馬連： 187，474，200円 馬単： 67，784，900円 ワイド： 139，935，600円
3連複： 316，340，300円 3連単： 322，673，700円 計： 1，270，337，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 230円 � 150円 � 800円 枠 連（1－5） 410円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 490円 �� 4，070円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 13，520円 3 連 単 ��� 62，280円

票 数

単勝票数 計 767578 的中 � 74432（4番人気）
複勝票数 計1195018 的中 � 135545（4番人気）� 268657（1番人気）� 28046（13番人気）
枠連票数 計 398689 的中 （1－5） 74658（1番人気）
馬連票数 計1874742 的中 �� 147393（2番人気）
馬単票数 計 677849 的中 �� 21561（5番人気）
ワイド票数 計1399356 的中 �� 80070（3番人気）�� 8362（50番人気）�� 16575（19番人気）
3連複票数 計3163403 的中 ��� 17547（43番人気）
3連単票数 計3226737 的中 ��� 3756（189番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―47．1―59．0―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 2，6（1，12）14－（10，11）－（8，15）（7，16）（3，9）4，5－13 4 2（6，12）1，14（10，8）（3，15，16）11（7，9）4－5＝13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スリーグランド �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．10．5 京都8着

2017．5．30生 牡4栗 母 プリモタイム 母母 キ ハ ク 12戦4勝 賞金 79，397，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スパーダ号・ロイヤルパールス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月
14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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 アヴァンティスト号・アディラート号・カタナ号・カラクプア号・サトノギャロス号・スマハマ号・デアフルーグ号・

バレッティ号・ヒロブレイブ号・ホウショウナウ号

２レース目



03071 2月14日 晴 良 （3東京1） 第6日 第11競走 ��
��1，800�第55回共 同 通 信 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （トキノミノル記念） （芝・左）
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

共同通信社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

67 エフフォーリア 牡3鹿 56 横山 武史 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：47．6 6．8�
79 ヴィクティファルス 牡3鹿 56 松山 弘平�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 478－ 61：48．02	 41．9�
811 シャフリヤール 牡3黒鹿56 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 アタマ 4．9�
22 キングストンボーイ 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 新ひだか 田上 徹 496＋ 8 〃 クビ 10．4�
33 ステラヴェローチェ 牡3黒鹿57 横山 典弘大野 剛嗣氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500－ 21：48．1クビ 2．3	
812 カイザーノヴァ 牡3鹿 56 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 462＋ 21：48．31	 42．7

44 プラチナトレジャー 牡3芦 56 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 470－ 4 〃 ハナ 46．1�
55 ディープリッチ 牡3黒鹿56 北村 宏司宇田 豊氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 498－ 81：48．4	 327．7�
68 レフトゥバーズ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：48．5クビ 5．6
710 ハートオブアシティ 牡3青鹿56 大野 拓弥吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 432－ 4 〃 クビ 303．9�
11 ディオスバリエンテ 牡3鹿 56 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 462－ 41：48．6クビ 8．9�
56 タ イ ソ ウ 牡3栗 56 丸山 元気中辻 明氏 西園 正都 新ひだか 山野牧場 500＋ 21：48．81	 79．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 374，429，400円 複勝： 380，847，400円 枠連： 91，603，400円 馬連： 842，434，100円 馬単： 332，769，100円
ワイド： 468，740，700円 3連複： 1，192，698，500円 3連単： 2，031，447，600円 5重勝： 795，268，400円 計： 6，510，238，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 630円 � 210円 枠 連（6－7） 3，550円

馬 連 �� 8，120円 馬 単 �� 11，530円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 610円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 10，520円 3 連 単 ��� 67，820円

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

キャリーオーバー なし����� 244，690円

票 数

単勝票数 計3744294 的中 � 440378（4番人気）
複勝票数 計3808474 的中 � 493706（3番人気）� 127937（7番人気）� 540749（2番人気）
枠連票数 計 916034 的中 （6－7） 19947（12番人気）
馬連票数 計8424341 的中 �� 85547（19番人気）
馬単票数 計3327691 的中 �� 21645（35番人気）
ワイド票数 計4687407 的中 �� 53113（20番人気）�� 209390（7番人気）�� 60857（19番人気）
3連複票数 計11926985 的中 ��� 84980（35番人気）
3連単票数 計20314476 的中 ��� 21714（200番人気）
5重勝票数 計7952684 的中 ����� 2275

ハロンタイム 13．0―11．8―12．6―12．2―12．3―11．9―11．5―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．4―49．6―1：01．9―1：13．8―1：25．3―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

エフフォーリア �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．8．23 札幌1着

2018．3．10生 牡3鹿 母 ケイティーズハート 母母 ケイティーズファースト 3戦3勝 賞金 55，716，000円
※レフトゥバーズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

03072 2月14日 晴 良 （3東京1） 第6日 第12競走 1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・左）

牝；負担重量は，55�
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

59 ラティーンセイル 牝5鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500± 01：24．8 3．9�
611 ベルクワイア 牝5鹿 55 石川裕紀人 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 524＋ 21：25．33 10．5�
714 フォークテイル 牝5鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 452＋ 6 〃 ハナ 7．2�
612 ワンダーマンボ 牝5黒鹿55 福永 祐一草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 470＋ 2 〃 アタマ 6．3�
36 アイアムピッカピカ 牝5黒鹿55 大野 拓弥堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B450－121：25．72� 27．0�
815 ユ ナ カ イ ト 牝5栗 55 丸山 元気 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：25．8クビ 36．0	
816 シングシングシング 牝6鹿 55 武藤 雅 
グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B464＋ 2 〃 ハナ 5．6�
23 タイトロープウィン 牝5栗 55 田中 勝春浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444± 0 〃 クビ 82．4�
47 ダウンタウンプリマ 牝5栗 55 木幡 巧也林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 466－ 2 〃 アタマ 123．3
48 ラキャラントシス 牝4栗 55 横山 武史
山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 478＋ 21：26．0� 19．8�
11 ガ チ コ 牝7鹿 55 吉田 豊�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 480＋ 2 〃 ハナ 58．3�
510 エンドーツダ 牝5鹿 55

53 ◇藤田菜七子望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 22．3�
713 カシマフウリン 牝6栗 55

52 ▲原 優介松浦 一久氏 加藤士津八 新ひだか 金舛 幸夫 B504± 01：26．1� 29．7�
35 トリッチトラッチ 牝4芦 55 田辺 裕信ライオンレースホース
 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 B420－ 41：26．3� 5．2�
12 ラ ヴ ノ ッ ト 牝6鹿 55

52 ▲小林 脩斗 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 482＋ 21：26．51� 145．7�

24 タツオウカランブ 牝6栗 55 武士沢友治鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 514－ 21：26．71� 235．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 137，601，000円 複勝： 185，566，400円 枠連： 54，944，200円
馬連： 287，349，800円 馬単： 102，962，700円 ワイド： 237，108，000円
3連複： 475，373，500円 3連単： 549，109，800円 計： 2，030，015，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 330円 � 260円 枠 連（5－6） 720円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 860円 �� 590円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 24，330円

票 数

単勝票数 計1376010 的中 � 276874（1番人気）
複勝票数 計1855664 的中 � 292891（1番人気）� 130184（6番人気）� 181738（5番人気）
枠連票数 計 549442 的中 （5－6） 58609（2番人気）
馬連票数 計2873498 的中 �� 102165（8番人気）
馬単票数 計1029627 的中 �� 20702（12番人気）
ワイド票数 計2371080 的中 �� 70162（9番人気）�� 107815（5番人気）�� 42362（15番人気）
3連複票数 計4753735 的中 ��� 73454（9番人気）
3連単票数 計5491098 的中 ��� 16361（56番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．5―12．2―12．0―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―36．2―48．4―1：00．4―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラティーンセイル �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．11 新潟11着

2016．2．11生 牝5鹿 母 カラベルラティーナ 母母 ス タ ー ミ ー 12戦3勝 賞金 36，271，000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。
（非抽選馬） 1頭 ミフトゥーロ号

５レース目



（3東京1）第6日 2月14日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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

273，410，000円
3，020，000円
28，650，000円
1，610，000円
33，270，000円
76，281，500円
5，099，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
1，041，294，000円
1，515，827，300円
330，055，300円
2，057，225，300円
863，677，700円
1，483，478，800円
3，076，286，000円
4，341，339，000円
795，268，400円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 15，504，451，800円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回東京競馬第6日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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