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03037 2月6日 晴 良 （4東京1） 第4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

713 メテオフリューゲル 牡3栗 56 秋山真一郎西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 526＋ 21：26．4 3．5�
611� ウォーカーテソーロ 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵了德寺健二ホール
ディングス� 稲垣 幸雄 米 Mr. & Mrs.

Kenji Ryotokuji 426－101：27．14 17．6�
714 エコロドラゴン 牡3鹿 56 菅原 明良原村 正紀氏 岩戸 孝樹 新ひだか 坂本 春雄 552± 01：27．31 4．6�
815 オルロージュ 牡3芦 56 坂井 瑠星�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 438－ 41：27．5� 48．4�
59 ザ ア ト ム 牡3黒鹿56 戸崎 圭太廣崎利洋HD� 田島 俊明 日高 天羽 禮治 488± 01：27．6� 4．7�
24 スターオブフェイス 牡3鹿 56 丸山 元気光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 444＋ 8 〃 クビ 139．8	
36 ラ ー ル ブ ル 牡3黒鹿56 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 490－ 61：27．7クビ 132．3

47 ミユキアイラブユー 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人長井 純一氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 570＋261：27．8� 15．2�
11 テンコウバヒ 牡3青鹿56 石橋 脩酒井 喜生氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 456± 01：28．11� 19．8�
816 ベルウッドツクバ 牡3鹿 56 M．デムーロ鈴木 照雄氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 466± 01：28．52� 5．5
35 ミ ザ ー ル 牡3鹿 56 北村 宏司畑佐 博氏 伊藤 大士 日高 石原牧場 476－ 41：28．82 256．4�
612 カンタベリーホープ 牡3栗 56 的場 勇人峰 哲馬氏 的場 均 新ひだか 荒谷 輝和 452－ 81：29．0� 465．3�
23 ディオアステリア 牝3芦 54 石川裕紀人 �YGGホースクラブ 小野 次郎 むかわ 市川牧場 466＋ 8 〃 アタマ 15．5�
48 ライヴアクアマリン 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗澤田 孝之氏 池上 昌和 新ひだか 藤沢牧場 B508－ 81：29．21 628．5�
12 ブラックテイルズ 牝3鹿 54 江田 照男 IHR 辻 哲英 浦河 フクオカファーム 448 ―1：30．58 66．1�
510 ロードシャマール 牡3栗 56 津村 明秀 �ロードホースクラブ 新開 幸一 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B492＋121：31．67 15．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，786，000円 複勝： 93，259，700円 枠連： 20，779，700円
馬連： 103，432，600円 馬単： 41，630，100円 ワイド： 97，889，500円
3連複： 163，046，600円 3連単： 151，137，900円 計： 726，962，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 310円 � 150円 枠 連（6－7） 1，440円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 880円 �� 370円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 19，640円

票 数

単勝票数 計 557860 的中 � 125388（1番人気）
複勝票数 計 932597 的中 � 193312（1番人気）� 58635（5番人気）� 170896（2番人気）
枠連票数 計 207797 的中 （6－7） 11113（5番人気）
馬連票数 計1034326 的中 �� 26241（8番人気）
馬単票数 計 416301 的中 �� 6650（14番人気）
ワイド票数 計 978895 的中 �� 27153（10番人気）�� 73453（1番人気）�� 27381（9番人気）
3連複票数 計1630466 的中 ��� 35962（5番人気）
3連単票数 計1511379 的中 ��� 5579（40番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．4―12．6―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．3―47．7―1：00．3―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メテオフリューゲル �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2022．1．15 中京4着

2019．3．31生 牡3栗 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックテイルズ号・ロードシャマール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

3月6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 サンマルソムニア号

03038 2月6日 晴 良 （4東京1） 第4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

34 サバンナモンキー 牡3黒鹿56 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 474＋ 82：15．5 3．8�
712 ネッスンドルマ 牡3鹿 56 坂井 瑠星藤田 純氏 加藤士津八 新冠 新冠橋本牧場 446± 02：15．71� 14．7�
45 ガンガディン 牡3黒鹿56 菅原 明良田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 474－ 22：16．12� 34．1�
22 ブレットフライ 牡3青 56 内田 博幸�マークス 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 502＋ 6 〃 アタマ 2．9�
711 セ ン ジ ュ 牡3栗 56 武士沢友治荒井 城志氏 南田美知雄 青森 マルシチ牧場 460－ 22：16．3� 3．6�
33 トーセンコップ 牡3栗 56 丸田 恭介島川 	哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 478± 0 〃 アタマ 17．4

69 ヤマニンクラビーア 牡3鹿 56 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 486－ 22：16．61� 36．1�
610 ソ ア リ ン グ 牡3鹿 56 丸山 元気栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 丸幸小林牧場 500± 02：16．91� 96．0�
58 サバンナキャット 牡3鹿 56 三浦 皇成石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 浜本牧場 540＋ 42：17．11� 7．9
57 ヴィオレントアズル 牡3青鹿56 柴田 大知岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 422＋ 42：17．52 124．1�
11 ウイングラドナス 牡3黒鹿56 野中悠太郎�ウイン 青木 孝文 安平 �橋本牧場 462＋ 62：18．35 45．0�
814 トップランク 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 谷藤 弘美 468＋102：18．83 141．0�
813 モーリスマイナー 牡3鹿 56 杉原 誠人�フクキタル 宮田 敬介 新冠 パカパカ

ファーム 532＋ 82：19．33 154．6�
46 マゼンダフラッシュ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗松田 幸生氏 奥平 雅士 日高 本間牧場 436－102：20．15 43．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，268，900円 複勝： 51，058，000円 枠連： 13，400，400円
馬連： 69，730，300円 馬単： 31，724，600円 ワイド： 59，323，400円
3連複： 107，991，200円 3連単： 123，454，900円 計： 491，951，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 470円 � 670円 枠 連（3－7） 490円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，580円 �� 4，580円

3 連 複 ��� 20，610円 3 連 単 ��� 76，630円

票 数

単勝票数 計 352689 的中 � 72486（3番人気）
複勝票数 計 510580 的中 � 92553（3番人気）� 25663（6番人気）� 16790（7番人気）
枠連票数 計 134004 的中 （3－7） 20948（3番人気）
馬連票数 計 697303 的中 �� 17847（10番人気）
馬単票数 計 317246 的中 �� 5060（17番人気）
ワイド票数 計 593234 的中 �� 14707（12番人気）�� 9721（15番人気）�� 3241（35番人気）
3連複票数 計1079912 的中 ��� 3928（48番人気）
3連単票数 計1234549 的中 ��� 1168（198番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―13．4―13．3―13．0―12．9―13．1―13．3―12．9―12．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．1―31．5―44．8―57．8―1：10．7―1：23．8―1：37．1―1：50．0―2：02．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サバンナモンキー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．12．25 中山2着

2019．5．27生 牡3黒鹿 母 テンザンオトヒメ 母母 パパラッシオ 3戦1勝 賞金 8，000，000円
※出走取消馬 フィールドゲラン号（疾病〔右後肢跛行〕のため）

第１回 東京競馬 第４日



03039 2月6日 晴 良 （4東京1） 第4日 第3競走 ��1，600�3歳新馬
発走11時10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
1：33．8
1：33．3

重
良

48 ストレートリターン 牡3黒鹿56 横山 武史 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム 498 ―1：41．2 2．9�
815 エスシーカリファ 牝3鹿 54 丸田 恭介工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 442 ―1：41．52 34．6�
47 ネヴァイナフ 牡3鹿 56 和田 竜二ルシミエント 小崎 憲 新ひだか 原口牧場 474 ―1：41．6� 3．8�
24 サンマルディライト 牡3栗 56 大野 拓弥相馬 勇氏 和田 勇介 新ひだか 佐竹 学 458 ― 〃 クビ 6．9�
612 カルヴァドス 牝3黒鹿54 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 青森 今川 満良 472 ―1：41．91� 80．8	
510 ノーブルオーキッド 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 中川 公成 新冠 イワミ牧場 466 ―1：42．11� 5．3

59 ロジマスタング 牝3芦 54 内田 博幸久米田正明氏 大竹 正博 新冠 アラキフアーム 452 ― 〃 ハナ 11．9�
713 キ ツ ネ ビ 牝3栗 54 柴田 未崎二口 雅一氏 畑端 省吾 新ひだか 静内フアーム 492 ―1：42．52� 99．9�
611 マルクドヌーヴ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 470 ―1：42．92� 11．4
12 トゥジアース 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 488 ―1：43．11 46．7�

816 ヤ マ ビ ジ ン 牝3鹿 54 江田 照男西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 444 ― 〃 クビ 37．3�
714 セイカノータ 牝3黒鹿54 岩部 純二久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 446 ―1：43．31� 394．2�
23 タ イ コ ネ ン 牝3栗 54 丸山 元気布武起会 水野 貴広 日高 木村牧場 474 ―1：43．51 50．8�
36 ジュウセンシャ 牡3鹿 56

54 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 アイズスタッド株式会社 526 ―1：44．56 218．6�
11 ワ イ タ 牡3栗 56 菅原 明良田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 482 ―1：44．6� 50．7�
35 テイエムボーラー 牡3鹿 56 杉原 誠人竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム

牧場株式会社 502 ―1：44．92 143．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，514，300円 複勝： 46，755，200円 枠連： 16，460，900円
馬連： 56，026，000円 馬単： 25，730，200円 ワイド： 49，238，300円
3連複： 82，297，600円 3連単： 86，781，500円 計： 399，804，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 610円 � 150円 枠 連（4－8） 1，590円

馬 連 �� 6，340円 馬 単 �� 8，340円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 260円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 5，670円 3 連 単 ��� 38，100円

票 数

単勝票数 計 365143 的中 � 98289（1番人気）
複勝票数 計 467552 的中 � 109617（1番人気）� 12765（7番人気）� 88054（2番人気）
枠連票数 計 164609 的中 （4－8） 7982（6番人気）
馬連票数 計 560260 的中 �� 6838（17番人気）
馬単票数 計 257302 的中 �� 2312（28番人気）
ワイド票数 計 492383 的中 �� 6371（17番人気）�� 58303（1番人気）�� 5718（21番人気）
3連複票数 計 822976 的中 ��� 10882（15番人気）
3連単票数 計 867815 的中 ��� 1651（104番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―37．0―50．5―1：03．8―1：16．6―1：28．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストレートリターン �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2019．4．27生 牡3黒鹿 母 アンナミルト 母母 アンナモンダ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 クインズハッピー号・シャンダローム号・ソプラヴェステ号・デルマヴィリア号・バイコーン号・

ビートエモーション号・レイクマーティア号・ワンダーデュエル号

03040 2月6日 晴 良 （4東京1） 第4日 第4競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走11時40分 （ダート・左）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

36 ラ レ イ ナ 牝4鹿 55 野中悠太郎 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460＋141：38．6 10．8�
59 キングスフィリア 牝4黒鹿55 C．ルメール �社台レースホース萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋121：38．7� 1．6�
611 エレボアブランシュ 牝4芦 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 434＋ 61：39．02 27．1�
714 ズ ー ル ー 牝5鹿 55 三浦 皇成椎名 節氏 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 476± 01：39．21� 8．6�
816� ダイナストーン 牝4栗 55 戸崎 圭太山本又一郎氏 藤沢 和雄 新ひだか 岡田牧場 544－ 6 〃 ハナ 10．4�
815 ラブロッソー 牝5青鹿55 坂井 瑠星増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 482＋ 41：39．3� 22．4	
23 オウケンロジータ 牝5黒鹿55 田中 勝春福井 明氏 松永 康利 浦河 辻 牧場 520＋241：39．4� 74．4

510 ハローキャンディ 牝5鹿 55

52 ▲小林 脩斗中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 450＋ 2 〃 ハナ 9．3�
24 グ ラ ス ピ レ 牝4芦 55

53 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 5 〃 クビ 71．4

47 � エ ー プ ラ ス 牝4青鹿 55
52 ▲横山 琉人馬目 卓氏 池上 昌和 浦河 辻 牧場 482± 0 〃 アタマ 74．7�

11 ク オ ン タ ム 牝4芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 村田 一誠 浦河 猿橋 義昭 454＋161：39．93 59．7�
35 � テンナイトパール 牝6鹿 55 丸山 元気天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 492＋ 41：40．43 105．6�
12 � サイモンポーリア 牝4鹿 55 大野 拓弥澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 2 〃 ハナ 218．6�
612 ヤマタケクララ 牝5黒鹿55 内田 博幸山中 佳代氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 B484± 01：40．5クビ 164．8�
48 ステディシュシュ 牝4鹿 55 柴田 大知亀岡 和彦氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 502＋ 81：41．24 14．7�
713 イッツアワターン 牝5黒鹿55 江田 照男田邉 幸則氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 442－ 41：42．69 523．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，500，800円 複勝： 164，140，300円 枠連： 15，555，000円
馬連： 77，195，900円 馬単： 50，009，300円 ワイド： 84，630，300円
3連複： 129，297，200円 3連単： 189，529，100円 計： 759，857，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 250円 � 110円 � 470円 枠 連（3－5） 470円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，430円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 34，240円

票 数

単勝票数 計 495008 的中 � 36434（5番人気）
複勝票数 計1641403 的中 � 72738（5番人気）� 1069169（1番人気）� 31949（8番人気）
枠連票数 計 155550 的中 （3－5） 25350（1番人気）
馬連票数 計 771959 的中 �� 85631（2番人気）
馬単票数 計 500093 的中 �� 12038（11番人気）
ワイド票数 計 846303 的中 �� 68317（2番人気）�� 8069（28番人気）�� 34062（6番人気）
3連複票数 計1292972 的中 ��� 29825（11番人気）
3連単票数 計1895291 的中 ��� 4012（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―36．0―48．7―1：01．5―1：13．5―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ レ イ ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．12．6 中山6着

2018．2．19生 牝4鹿 母 ラ イ ラ プ ス 母母 フサイチエアデール 5戦2勝 賞金 12，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エンブレムコード号・スティルライフ号・レッドカルム号



03041 2月6日 晴 良 （4東京1） 第4日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

24 ライラスター 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：35．1 1．3�
611 カヨウネンカ 牝3栗 54 M．デムーロ�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 440－ 4 〃 アタマ 14．2�
36 ソレントフレイバー 牡3鹿 56 田辺 裕信尾田 信夫氏 久保田貴士 新ひだか 畠山牧場 486± 01：35．41� 10．1�
23 イ ワ ク ニ 牡3鹿 56 菅原 明良清水 義德氏 宗像 義忠 新冠 オリエント牧場 470－ 61：35．5� 188．4�
816 ア ル テ ラ 牡3芦 56 武士沢友治武田 茂男氏 深山 雅史 浦河 まるとみ冨岡牧場 412－ 2 〃 クビ 111．5�
35 カ イ ト 牡3黒鹿 56

54 △永野 猛蔵石川 達絵氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 498－ 61：35．6クビ 24．6	
12 ナンベイコー 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗陳 立文氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 424＋10 〃 クビ 220．0

815 ノアチェリー 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 新冠 長浜牧場 B466＋ 21：35．7� 22．6�
714 チューウィー 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 浦河 金石牧場 436＋ 2 〃 ハナ 75．0�
612 ネイキッドハート 牝3青鹿54 石川裕紀人スリースターズレーシング 辻 哲英 新ひだか 平野牧場 436± 01：35．8� 212．5
713 ヨ ー ル 牝3鹿 54 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 432－ 81：35．9� 250．2�
59 ココリヴァルキリー 牝3黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 日高 厚賀古川牧場 426－ 2 〃 アタマ 25．6�
11 ダイゴシンリュウ 牡3芦 56 大野 拓弥長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 428－ 8 〃 ハナ 116．3�
47 スピードソルジャー 牡3栗 56 戸崎 圭太保坂 和孝氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 502＋101：36．0� 18．1�
510� サトノプリエール 牝3芦 54 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 愛 St. Croix

Bloodstock 442－ 81：36．21	 12．3�
48 ル ナ ブ リ エ 牝3芦 54 津村 明秀池田 草龍氏 高橋 祥泰 新冠 上井農場 448＋ 81：36．62� 147．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，584，900円 複勝： 239，093，500円 枠連： 14，351，700円
馬連： 71，445，600円 馬単： 50，838，700円 ワイド： 80，309，700円
3連複： 116，939，700円 3連単： 203，620，200円 計： 829，184，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 200円 � 170円 枠 連（2－6） 550円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 300円 �� 230円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計 525849 的中 � 322109（1番人気）
複勝票数 計2390935 的中 � 1876938（1番人気）� 74323（4番人気）� 96257（2番人気）
枠連票数 計 143517 的中 （2－6） 19881（3番人気）
馬連票数 計 714456 的中 �� 92390（3番人気）
馬単票数 計 508387 的中 �� 55825（3番人気）
ワイド票数 計 803097 的中 �� 70242（3番人気）�� 100828（1番人気）�� 20264（9番人気）
3連複票数 計1169397 的中 ��� 71782（2番人気）
3連単票数 計2036202 的中 ��� 47745（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．5―48．0―1：00．5―1：11．7―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライラスター �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．9．12 中山3着

2019．4．9生 牡3鹿 母 ハープスター 母母 ヒストリックスター 3戦1勝 賞金 9，000，000円

03042 2月6日 曇 良 （4東京1） 第4日 第6競走 1，600�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
1：30．5
1：30．3

良
良

11 ロールアップ 牝3鹿 54 C．ルメール 石川 達絵氏 中内田充正 浦河 酒井牧場 450 ―1：37．0 2．0�
36 コズミックエッグ 牡3鹿 56 内田 博幸村野 康司氏 斎藤 誠 日高 新井 昭二 470 ―1：37．21 5．6�
510 ヤマニンフェリクス 牡3栗 56 菅原 明良土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 436 ―1：37．41� 14．9�
59 オメガオリーブ 牝3芦 54 丸田 恭介原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 402 ― 〃 ハナ 52．3�
23 クインズコスモス 牝3栗 54 和田 竜二 �ケイアイスタリオン 加藤士津八 新ひだか 松田牧場 434 ―1：37．61� 18．2�
24 スカイコップス 牡3黒鹿56 三浦 皇成寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490 ― 〃 クビ 9．2	
611 ホイッスルベイト 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 458 ―1：37．81 8．5

815 キタノコリンシアン 牝3鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 庄野牧場 430 ―1：38．22� 346．2�
48 ベルアクトリス 牝3鹿 54 M．デムーロ福盛 訓之氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 452 ―1：38．51� 7．7�
816 ホヲユイットウ 牝3黒鹿54 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 408 ― 〃 クビ 75．0
612 デルマアスタロト 牡3黒鹿56 大庭 和弥浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 454 ―1：38．71 228．8�
47 メ ガ ミ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵阿部東亜子氏 鈴木慎太郎 新ひだか 高橋 修 402 ―1：38．91� 102．2�
713 ベルウッドウズメ 牡3芦 56 菊沢 一樹鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 508 ― 〃 アタマ 74．4�
12 ヴェルーリヤ 牝3青鹿54 松岡 正海 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 松浦牧場 426 ―1：39．0クビ 68．2�
714 ショウナンマジカル 牝3鹿 54 坂井 瑠星国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村牧場 426 ―1：39．21� 63．3�
35 リリーズメモリー 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 508 ―1：43．9大差 144．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，509，900円 複勝： 63，147，400円 枠連： 15，000，800円
馬連： 72，154，900円 馬単： 36，705，700円 ワイド： 66，873，700円
3連複： 106，960，900円 3連単： 136，185，400円 計： 546，538，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 170円 � 250円 枠 連（1－3） 540円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 330円 �� 640円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 7，730円

票 数

単勝票数 計 495099 的中 � 196935（1番人気）
複勝票数 計 631474 的中 � 199804（1番人気）� 83584（2番人気）� 45217（6番人気）
枠連票数 計 150008 的中 （1－3） 21226（1番人気）
馬連票数 計 721549 的中 �� 91831（1番人気）
馬単票数 計 367057 的中 �� 29820（2番人気）
ワイド票数 計 668737 的中 �� 56894（2番人気）�� 26307（6番人気）�� 12548（14番人気）
3連複票数 計1069609 的中 ��� 31432（7番人気）
3連単票数 計1361854 的中 ��� 12769（13番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．3―12．8―13．2―11．2―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―36．3―49．1―1：02．3―1：13．5―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロールアップ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tiznow 初出走

2019．3．4生 牝3鹿 母 ティズウインディ 母母 Windyindy 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リリーズメモリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月6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 ヴァイオルナ号・シゲルスイトピー号



03043 2月6日 曇 良 （4東京1） 第4日 第7競走 1，300�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

611 グアドループ 牡4栗 57 C．ルメール 平井 裕氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 542＋141：19．0 5．8�
510 アルマセクメト 牝4黒鹿55 三浦 皇成コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 476－ 4 〃 クビ 6．2�
35 ルヴァンヴェール �5鹿 57 菅原 明良 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B492＋ 41：19．42 10．9�
47 ネオトゥルー 牡5鹿 57 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 492－ 21：19．51 2．3�
713 ライヴクラッカー 牡4黒鹿57 津村 明秀澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B500± 01：19．71� 14．5�
815 ニシノミズカゼ 牝4栗 55

53 △永野 猛蔵西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 中田 英樹 B482＋ 61：19．8� 14．5	
48 インヴァネス 牝4青 55 戸崎 圭太矢野 亨憲氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 446＋ 21：19．9� 121．2

11 トランザクト 牡4鹿 57 内田 博幸�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 B522＋ 81：20．42� 78．9�
24 フレンドパル 牝4鹿 55 江田 照男前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 462＋ 4 〃 アタマ 151．1�
714 ナイトコマンダー 牡5鹿 57 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 藤本ファーム B502＋221：20．82� 29．5
612� ダイシンビルギニス 牡4黒鹿57 坂井 瑠星大八木秀子氏 戸田 博文 新ひだか 飛野牧場 516＋ 8 〃 ハナ 37．6�
12 デルニエエトワール 牝5青鹿55 和田 竜二�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 488＋121：20．9� 10．2�
816� アイファーチーター 牡4栗 57 的場 勇人中島 稔氏 的場 均 日高 Wing Farm 466－111：21．21� 447．8�
36 � ルビースター 牝4黒鹿55 石川裕紀人林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 500－ 41：21．52 66．3�
23 スマイルアモーレ 牝4鹿 55

52 ▲小林 脩斗星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 452＋ 4 〃 アタマ 20．2�
59 � エレガントオーラ 牝4黒鹿55 伊藤 工真田畑 利彦氏 石栗 龍彦 浦河 秋場牧場 412－201：21．6� 228．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，081，100円 複勝： 79，019，300円 枠連： 16，520，000円
馬連： 100，364，200円 馬単： 41，313，900円 ワイド： 93，935，100円
3連複： 158，210，800円 3連単： 169，662，300円 計： 714，106，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 240円 � 240円 � 260円 枠 連（5－6） 2，090円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，170円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ��� 31，450円

票 数

単勝票数 計 550811 的中 � 75743（2番人気）
複勝票数 計 790193 的中 � 86436（2番人気）� 86163（3番人気）� 77244（4番人気）
枠連票数 計 165200 的中 （5－6） 6120（8番人気）
馬連票数 計1003642 的中 �� 35713（8番人気）
馬単票数 計 413139 的中 �� 8111（14番人気）
ワイド票数 計 939351 的中 �� 28563（7番人気）�� 20496（13番人気）�� 20418（14番人気）
3連複票数 計1582108 的中 ��� 17174（24番人気）
3連単票数 計1696623 的中 ��� 3910（102番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．1―12．4―12．6―12．0―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グアドループ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Aldebaran デビュー 2020．6．14 東京2着

2018．2．23生 牡4栗 母 マ ン ビ ア 母母 Algoa 10戦2勝 賞金 21，700，000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 エストレラブレイン号・キラメキ号・サッビアマーゴ号・サトノパーシヴァル号・ジャングルキング号・

セブンパワー号

03044 2月6日 曇 良 （4東京1） 第4日 第8競走 2，000�4歳以上2勝クラス
発走14時00分 （芝・左）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

810 スパングルドスター 牝5鹿 55 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－ 22：01．1 12．4�
55 ミ ア マ ン テ 牝5鹿 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 クビ 3．7�
66 マッチレスノヴェル 牝5栗 55 横山 武史吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 490＋162：01．2クビ 6．2�
78 バルバレスコ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 〃 ハナ 62．2�
811 フ ァ ユ エ ン 牝4鹿 54 三浦 皇成谷岡 毅氏 勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 462＋ 4 〃 クビ 5．0�
79 ルーツドール 牝5黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 540＋142：01．3クビ 2．8	
22 ウインアルカンナ 牝5黒鹿 55

53 △永野 猛蔵
ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 478＋12 〃 � 69．4�
11 ローゼライト 牝4鹿 54 北村 宏司中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B440－ 22：01．4� 7．5�
44 ミモザイエロー 牝6栗 55 嶋田 純次青芝商事
 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 478＋ 22：01．61� 51．5
33 ラヴィンフォール 牝5青鹿55 江田 照男大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 514＋ 82：02．02 291．5�
67 ナスノフォルテ 牝5黒鹿55 坂井 瑠星�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 490＋102：02．74 226．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 57，685，800円 複勝： 72，533，400円 枠連： 17，040，600円
馬連： 116，681，600円 馬単： 45，270，200円 ワイド： 81，035，200円
3連複： 152，787，300円 3連単： 206，643，600円 計： 749，677，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 300円 � 150円 � 210円 枠 連（5－8） 580円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 570円 �� 880円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 22，080円

票 数

単勝票数 計 576858 的中 � 37211（6番人気）
複勝票数 計 725334 的中 � 52401（6番人気）� 152551（2番人気）� 87666（5番人気）
枠連票数 計 170406 的中 （5－8） 22722（2番人気）
馬連票数 計1166816 的中 �� 49186（9番人気）
馬単票数 計 452702 的中 �� 8589（19番人気）
ワイド票数 計 810352 的中 �� 36275（9番人気）�� 22586（13番人気）�� 47947（5番人気）
3連複票数 計1527873 的中 ��� 42058（12番人気）
3連単票数 計2066436 的中 ��� 6783（95番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．4―12．9―12．2―12．6―12．4―11．2―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．4―49．3―1：01．5―1：14．1―1：26．5―1：37．7―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6

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

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5鹿 母 ス タ セ リ タ 母母 Soignee 11戦3勝 賞金 27，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



03045 2月6日 曇 良 （4東京1） 第4日 第9競走 ��
��2，400�ゆ り か も め 賞

発走14時35分 （芝・左）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

810 レヴァンジル 牡3黒鹿56 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482－ 62：27．3 2．1�
89 ポッドボレット 牡3鹿 56 C．ルメール 小川眞査雄氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 508＋10 〃 クビ 3．9�
77 グランシエロ 牡3鹿 56 三浦 皇成フィールドレーシング 武井 亮 安平 追分ファーム 524＋ 82：27．61� 5．2�
33 キ ャ ル レ イ 牡3黒鹿56 菅原 明良里見 治紀氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 472＋ 82：27．92 52．0�
55 マイネルニコラス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 498－ 42：28．21� 15．4	
22 レッドランメルト 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 国枝 栄 白老 社台牧場 514＋ 6 〃 ハナ 6．2

44 スリーエクスプレス 牡3鹿 56 横山 武史永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486± 02：28．41	 26．5�
11 セレブレイトガイズ 牡3黒鹿56 丸山 元気大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 6 〃 クビ 32．8�
66 ウインマイルート 牡3栗 56 石川裕紀人�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 442± 02：29．03� 183．8
78 ト ゥ ー サ ン 牝3黒鹿54 坂井 瑠星合同会社雅苑興業 吉岡 辰弥 新ひだか グランド牧場 442－ 82：30．17 56．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 77，750，000円 複勝： 82，292，500円 枠連： 18，026，000円
馬連： 117，913，900円 馬単： 55，787，200円 ワイド： 83，517，500円
3連複： 163，362，900円 3連単： 247，799，400円 計： 846，449，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（8－8） 410円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 170円 �� 210円 �� 300円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 1，980円

票 数

単勝票数 計 777500 的中 � 292368（1番人気）
複勝票数 計 822925 的中 � 263606（1番人気）� 154799（2番人気）� 130397（3番人気）
枠連票数 計 180260 的中 （8－8） 33837（2番人気）
馬連票数 計1179139 的中 �� 235534（1番人気）
馬単票数 計 557872 的中 �� 64587（1番人気）
ワイド票数 計 835175 的中 �� 137130（1番人気）�� 98624（2番人気）�� 60534（4番人気）
3連複票数 計1633629 的中 ��� 227727（1番人気）
3連単票数 計2477994 的中 ��� 90512（1番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．7―12．7―12．5―13．0―13．1―12．4―12．0―11．3―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．6―37．3―50．0―1：02．5―1：15．5―1：28．6―1：41．0―1：53．0―2：04．3―2：15．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レヴァンジル �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Frankel デビュー 2021．7．25 新潟3着

2019．1．15生 牡3黒鹿 母 トゥリフォー 母母 Cassydora 4戦2勝 賞金 20，431，000円

03046 2月6日 曇 良 （4東京1） 第4日 第10競走 ��
��1，400�

ぎんてい

銀蹄ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：21．5
1：20．3

重
不良

611� ニュートンテソーロ 牡5鹿 57 戸崎 圭太了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 米 WinStar

Farm, LLC B510＋ 81：24．6 5．0�
24 イ デ ィ オ ム 牡4栗 57 石川裕紀人小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 486± 01：25．02	 37．2�
48 ブ ッ チ ー ニ 牝6白 55 横山 武史金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 クビ 6．0�
714 オルクリスト 牡6鹿 57 大野 拓弥�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 500＋ 81：25．2
 15．0�
713 シゲルタイタン 牡5鹿 57 石橋 脩森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B496＋ 2 〃 アタマ 3．6	
612 テルモードーサ 牝6鹿 55 内田 博幸吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 546＋ 61：25．3	 61．2

47 ローレルジャック 牡9黒鹿57 武士沢友治 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 504－ 41：25．51	 254．4�
23 ジ ュ リ オ 牡4黒鹿57 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 512＋ 61：25．81	 3．3�
12 ヘ ラ イ ア 牝5鹿 55 丸田 恭介吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 クビ 38．6
59 フィールザファラオ 牡7黒鹿57 野中悠太郎櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B478± 0 〃 アタマ 33．9�
510� アメリカンファクト 牡7栗 57 菅原 明良 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B516＋ 61：25．9クビ 21．5�
35 シゲルヒラトリ 牡4栗 57 和田 竜二森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 486± 0 〃 ハナ 52．0�
816 ナイスプリンセス 牝6鹿 55 秋山真一郎田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 476－ 21：26．32	 98．5�
11 ゼンノジャスタ 牡5黒鹿57 津村 明秀大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 470－ 61：26．51 72．2�
36 コウソクスピード �5青鹿57 丸山 元気野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム B522± 01：26．81
 65．7�
815 ボンボンショコラ 牝5黒鹿55 三浦 皇成田頭 勇貴氏 小崎 憲 新冠 武田牧場 488± 01：26．91 23．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，458，200円 複勝： 112，665，600円 枠連： 36，072，200円
馬連： 198，619，900円 馬単： 68，431，500円 ワイド： 148，121，800円
3連複： 308，800，100円 3連単： 330，782，100円 計： 1，283，951，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 860円 � 200円 枠 連（2－6） 1，140円

馬 連 �� 11，330円 馬 単 �� 17，350円

ワ イ ド �� 3，650円 �� 570円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 15，120円 3 連 単 ��� 115，630円

票 数

単勝票数 計 804582 的中 � 127350（3番人気）
複勝票数 計1126656 的中 � 178635（3番人気）� 25778（10番人気）� 160445（4番人気）
枠連票数 計 360722 的中 （2－6） 24438（5番人気）
馬連票数 計1986199 的中 �� 13575（34番人気）
馬単票数 計 684315 的中 �� 2957（56番人気）
ワイド票数 計1481218 的中 �� 9994（37番人気）�� 71461（6番人気）�� 14327（29番人気）
3連複票数 計3088001 的中 ��� 15314（48番人気）
3連単票数 計3307821 的中 ��� 2074（333番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．1―12．7―12．3―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．6―48．3―1：00．6―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ニュートンテソーロ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Malibu Moon デビュー 2019．10．15 東京2着

2017．4．8生 牡5鹿 母 Ilikecandy 母母 Real Candy 16戦4勝 賞金 78，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カルリーノ号・ジャスパーシャイン号・ヒートライトニング号
（非抽選馬） 5頭 エピックアン号・カシノブレンド号・ダイシンイナリ号・ハリーバローズ号・ホウオウライジン号

２レース目



03047 2月6日 曇 良 （4東京1） 第4日 第11競走 ��
��1，600�第72回東 京 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過
額2，000万円毎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）

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

611 イルーシヴパンサー 牡4黒鹿56 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 476＋ 41：32．3 5．3�
46 ファインルージュ 牝4鹿 55 C．ルメール 六井 元一氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 510＋161：32．61	 3．3�
59 カ ラ テ 牡6黒鹿57 菅原 明良小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 534＋ 21：32．7クビ 4．1�
815 カレンシュトラウス 牡5鹿 56 津村 明秀鈴木 隆司氏 平田 修 浦河 高昭牧場 522－ 21：33．02 25．5�
58 ドナアトラエンテ 牝6黒鹿54 M．デムーロ �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 468± 01：33．21
 30．6�
610 エイシンチラー 牝4鹿 54 柴田 大知	栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 468－ 21：33．3
 72．7

22 ワールドバローズ 牡4鹿 56 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 大島牧場 452± 01：33．4
 20．6�
814 カ テ ド ラ ル 牡6鹿 58 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：33．61 18．4�
11 アオイクレアトール 牡5芦 56 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 490± 01：33．7
 21．4
712 ヴェロックス 牡6鹿 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス	 中内田充正 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 ハナ 61．0�
23 ディアンドル 牝6黒鹿56 石川裕紀人 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 496－10 〃 クビ 89．7�
713 ホウオウアマゾン 牡4栗 57 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 510－ 21：33．8	 4．9�
47 ケイデンスコール 牡6鹿 59 石橋 脩 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478± 01：34．11	 66．5�
35 トーラスジェミニ 牡6鹿 58 横山 武史柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 B476－ 21：34．84 41．5�
34 マルターズディオサ 牝5青鹿56 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 452－ 41：35．33 54．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 374，223，500円 複勝： 481，912，400円 枠連： 153，839，200円 馬連： 1，050，074，400円 馬単： 359，288，900円
ワイド： 805，072，200円 3連複： 2，093，987，000円 3連単： 2，527，605，100円 5重勝： 739，981，300円 計： 8，585，984，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 150円 � 140円 枠 連（4－6） 820円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 430円 �� 430円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 8，750円

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

キャリーオーバー なし����� 175，580円

票 数

単勝票数 計3742235 的中 � 559905（4番人気）
複勝票数 計4819124 的中 � 709600（3番人気）� 857450（2番人気）� 931037（1番人気）
枠連票数 計1538392 的中 （4－6） 143713（3番人気）
馬連票数 計10500744 的中 �� 811628（3番人気）
馬単票数 計3592889 的中 �� 120047（6番人気）
ワイド票数 計8050722 的中 �� 482838（3番人気）�� 474064（4番人気）�� 503650（1番人気）
3連複票数 計20939870 的中 ��� 907331（1番人気）
3連単票数 計25276051 的中 ��� 209390（9番人気）
5重勝票数 計7399813 的中 ����� 2950

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―34．7―46．4―58．0―1：09．2―1：20．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．3
3 5，7（3，12）（4，13）（1，2，6）（9，8）15，10，11，14 4 ・（5，7）（3，12）（1，4，13）6（2，8）9，15（10，11）14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イルーシヴパンサー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．8．15 新潟1着

2018．2．15生 牡4黒鹿 母 イルーシヴキャット 母母 レッドキャット 9戦5勝 賞金 106，124，000円
※出走取消馬 シュリ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕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 タイムトゥヘヴン号・ダーリントンホール号・トライン号・ハーメティキスト号

03048 2月6日 曇 良 （4東京1） 第4日 第12競走 1，300�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

35 ニシノライトニング 牡4鹿 57 野中悠太郎成田 隆好氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 514－ 21：18．2 19．6�
59 ロコポルティ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532＋ 61：18．41� 4．8�
510 コ パ シ ー ナ �5栗 57 三浦 皇成椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494± 0 〃 ハナ 4．5�
612 レイテントロアー 牡5鹿 57 菅原 明良矢野 亨憲氏 田中 清隆 日高 シンボリ牧場 484－ 41：18．5� 21．6�
816 ノーベルプライズ 牡6黒鹿57 丸山 元気平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 520－ 81：18．6アタマ 12．4�
47 マイグレーション 牡4黒鹿57 M．デムーロ野村 茂雄氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 506＋ 41：18．81� 7．0	
611 カミノホウオー 牡5黒鹿 57

54 ▲横山 琉人村上 正喜氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 524＋ 2 〃 アタマ 47．0

11 ゴーストレート 牡4青鹿57 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B492± 01：19．01� 5．4�
48 デルマクリスタル 牝5青鹿 55

52 ▲小林 脩斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 476－ 8 〃 アタマ 56．4�
36 ヴァクストゥーム 牡5鹿 57 坂井 瑠星 ローレルレーシング 吉田 直弘 浦河 谷川牧場 464－ 61：19．1� 4．7�
23 グーテンモルゲン 牡6鹿 57 松岡 正海薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 522± 01：19．2� 165．0�
12 スズカゴーディー 牡8黒鹿57 大野 拓弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B500＋ 61：19．51� 60．9�
815 マイコレット 牝4芦 55 江田 照男伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 B508± 0 〃 クビ 123．3�
24 チャイブテソーロ 牝4栗 55 石橋 脩了德寺健二ホール

ディングス 武市 康男 日高 本間牧場 478± 01：20．13� 36．8�
713� スズノフブキ �8鹿 57 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B488－ 41：20．52� 259．8�
714 グローサーベア �5芦 57

55 △永野 猛蔵 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 486± 01：21．13� 77．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 136，633，100円 複勝： 175，412，100円 枠連： 63，633，700円
馬連： 285，937，200円 馬単： 103，468，200円 ワイド： 244，282，300円
3連複： 468，131，800円 3連単： 532，372，600円 計： 2，009，871，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 380円 � 190円 � 180円 枠 連（3－5） 580円

馬 連 �� 5，180円 馬 単 �� 12，250円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 1，420円 �� 460円

3 連 複 ��� 6，350円 3 連 単 ��� 57，590円

票 数

単勝票数 計1366331 的中 � 55681（7番人気）
複勝票数 計1754121 的中 � 98199（7番人気）� 258334（2番人気）� 290794（1番人気）
枠連票数 計 636337 的中 （3－5） 84264（2番人気）
馬連票数 計2859372 的中 �� 42728（18番人気）
馬単票数 計1034682 的中 �� 6331（44番人気）
ワイド票数 計2442823 的中 �� 32183（21番人気）�� 42712（15番人気）�� 147368（1番人気）
3連複票数 計4681318 的中 ��� 55250（14番人気）
3連単票数 計5323726 的中 ��� 6701（178番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．0―29．2―41．0―52．9―1：05．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノライトニング �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．6．13 東京8着

2018．3．4生 牡4鹿 母 ニシノモンクス 母母 パープルストック 17戦3勝 賞金 32，298，000円

５レース目



（4東京1）第4日 2月6日（日曜日） 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 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

255，930，000円
5，620，000円
29，830，000円
1，640，000円
33，210，000円
79，664，000円
5，150，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
1，060，996，500円
1，661，289，400円
400，680，200円
2，319，576，500円
910，198，500円
1，894，229，000円
4，051，813，100円
4，905，574，100円
739，981，300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 17，944，338，600円

総入場人員 9，971名 （有料入場人員 9，703名）
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