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03049 2月12日 晴 重 （4東京1） 第5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 5，200，000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
1：16．1
1：16．1

重
重

35 アリススプリングス 牝3鹿 54 三浦 皇成�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 434－ 61：18．8 5．4�
714 イ グ ザ ル ト 牡3黒鹿56 丸山 元気青山 洋一氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 500＋10 〃 クビ 6．3�
11 マイネルシトラス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 金石牧場 520± 01：19．01 5．4�
611 ルプランドル 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵 KAJIMOTOホー
ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 21：19．32 3．4�

12 モンサンレジャンド 牝3鹿 54 戸崎 圭太山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 458± 01：19．62 9．2	
815 ヨドノマックス 牡3鹿 56 松岡 正海海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 444± 0 〃 ハナ 27．9

47 チャイムリープ 牝3鹿 54 大野 拓弥塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 464－ 61：19．81 6．6�
713 ビップシャルマン 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 高野牧場 434＋141：19．9� 160．9�
23 � フロムドーヴィル 牝3鹿 54 菅原 明良野村 茂雄氏 加藤士津八 仏 Mr Simon

Urizzi 444－ 21：20．21� 14．2
24 カツノナインズ 牝3栗 54 岩部 純二勝野産業� 伊藤 伸一 日高 高山 博 424± 01：20．41� 28．2�
612 ホウオウモンスター 牡3鹿 56 田辺 裕信小笹 芳央氏 尾形 和幸 浦河 金成吉田牧場 448± 01：20．5� 68．3�
36 ペイシャアート 牝3芦 54

52 △山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 平取 赤石牧場 B502＋ 41：20．6クビ 411．7�
816 チェリーメガイラ 牝3鹿 54 野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 442＋ 61：21．23� 425．2�
510 スマートロータス 牝3芦 54 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 静内山田牧場 430－ 21：21．31 208．3�
59 トキメキスバル 牝3芦 54 丸田 恭介片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 本桐牧場 432－101：23．5大差 289．8�

（15頭）
48 ハクサンポラリス 牡3黒鹿56 内田 博幸篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 464＋14 （競走除外）

売 得 金
単勝： 38，804，200円 複勝： 70，048，700円 枠連： 14，773，000円
馬連： 73，407，800円 馬単： 30，014，500円 ワイド： 72，027，800円
3連複： 116，600，600円 3連単： 115，450，900円 計： 531，127，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 240円 � 160円 枠 連（3－7） 1，830円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 470円 �� 500円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 18，130円

票 数

単勝票数 差引計 388042（返還計 1434） 的中 � 56717（3番人気）
複勝票数 差引計 700487（返還計 2666） 的中 � 87051（3番人気）� 68842（5番人気）� 124609（2番人気）
枠連票数 差引計 147730（返還計 186） 的中 （3－7） 6227（11番人気）
馬連票数 差引計 734078（返還計 5063） 的中 �� 31193（7番人気）
馬単票数 差引計 300145（返還計 2053） 的中 �� 5766（18番人気）
ワイド票数 差引計 720278（返還計 7067） 的中 �� 39870（3番人気）�� 37205（6番人気）�� 23582（10番人気）
3連複票数 差引計1166006（返還計 16064） 的中 ��� 25468（10番人気）
3連単票数 差引計1154509（返還計 13803） 的中 ��� 4616（62番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―18．3―30．3―42．9―55．0―1：06．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F35．9
3 2，5（3，11）（7，13）10（4，6，14）（1，12）15－16＝9 4 2（5，11）（3，7）13（4，10，14）（6，1）15，12，16＝9

勝馬の
紹 介

アリススプリングス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2021．10．23 東京4着

2019．5．4生 牝3鹿 母 スプリングシティ 母母 Seattle Special 5戦1勝 賞金 9，600，000円
〔競走除外〕 ハクサンポラリス号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トキメキスバル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月12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。
（非当選馬） 1頭 ノアアーサー号

03050 2月12日 晴 重 （4東京1） 第5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

12 ユキノプリンセス 牝3青鹿54 川島 信二井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 466 ―1：25．5 10．2�
816� ビートエモーション 牡3芦 56 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Scott Dilworth &

Evan Dilworth 520 ―1：25．6クビ 1．6�
47 リゼレインボー 牡3栗 56 内田 博幸飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 488 ― 〃 ハナ 10．2�
612 プレミアムクイーン 牝3黒鹿54 大野 拓弥天堀 忠博氏 牧 光二 新ひだか 今 牧場 490 ―1：25．7� 18．0�
59 ブラザリーラヴ 牡3鹿 56 松山 弘平寺田 心平氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 426 ―1：26．23 5．9�
611 シャンダローム 牝3黒鹿54 三浦 皇成多田 賢司氏 中川 公成 新冠 長浜牧場 448 ―1：26．31 51．8�
48 プレミアムマンゴー 牝3鹿 54 杉原 誠人田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 大滝 康晴 466 ―1：26．61� 356．3	
510 シングンピクシー 牝3黒鹿54 伊藤 工真伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 486 ― 〃 クビ 49．6

11 セイショウスマイル 牝3鹿 54 武士沢友治岩崎 暉男氏 本間 忍 浦河 日進牧場 486 ―1：26．7� 21．8�
35 オメガローズヒル 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵原 �子氏 古賀 慎明 新冠 長浜牧場 414 ―1：26．9� 46．8�
714 エレディターレ 牝3芦 54

52 △山田 敬士 京都ホースレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 450 ―1：27．85 102．2�
36 ブーケザゴールド 牝3栗 54 宮崎 北斗 京都ホースレーシング 松山 将樹 新ひだか 高橋フアーム 416 ―1：28．01� 108．9�
23 オレノブルース 牡3青 56

53 ▲小林 脩斗諸岡 慶氏 久保田貴士 日高 北田 剛 450 ― 〃 クビ 57．5�
815 ク ォ ー ツ 牝3栗 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム 462 ―1：28．42� 193．1�
713 スズカレジェンド 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 育也永井 啓弍氏 奥村 武 新ひだか 高橋フアーム 514 ―1：28．72 123．4�
24 シェンクリング 牝3黒鹿54 菅原 明良石井 輝昭氏 高橋 裕 平取 船越 伸也 B480 ―1：30．08 15．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，615，600円 複勝： 55，507，400円 枠連： 13，403，400円
馬連： 52，131，900円 馬単： 29，744，800円 ワイド： 52，370，300円
3連複： 76，522，600円 3連単： 99，824，900円 計： 418，120，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 200円 � 110円 � 230円 枠 連（1－8） 490円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，090円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 22，300円

票 数

単勝票数 計 386156 的中 � 30207（3番人気）
複勝票数 計 555074 的中 � 46071（3番人気）� 256714（1番人気）� 37150（4番人気）
枠連票数 計 134034 的中 （1－8） 20906（2番人気）
馬連票数 計 521319 的中 �� 55334（2番人気）
馬単票数 計 297448 的中 �� 8682（8番人気）
ワイド票数 計 523703 的中 �� 40509（2番人気）�� 11174（10番人気）�� 32928（3番人気）
3連複票数 計 765226 的中 ��� 24342（6番人気）
3連単票数 計 998249 的中 ��� 3244（60番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．9―12．5―12．6―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．9―35．8―48．3―1：00．9―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユキノプリンセス �
�
父 シルバーステート �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2019．2．22生 牝3青鹿 母 ユキノクイーン 母母 ラスターゲイン 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16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 アンジアン号・グラントテソーロ号・ジャブラニ号・ステラレギア号・スミシュー号・セイウンマリンガー号・

トーザイサン号・ニシノアジーブ号・ニシノロゼ号・フェスティヴベッラ号・フォトスフィア号・プルーミー号・
ベイビールビオ号・ミッキーピーナッツ号・モズリッキー号・ルクスグレイシア号

第１回 東京競馬 第５日



03051 2月12日 晴 重 （4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 5，200，000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
1：33．8
1：33．3

重
良

510 ベネロングポイント 牡3栗 56 石橋 脩 �社台レースホース和田正一郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 21：37．7 17．8�

713 メジャークロニクル 牡3栗 56 横山 武史 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 550 ― 〃 ハナ 2．7�
35 ビーザラキエスト 牡3鹿 56 C．ルメールゴドルフィン 鹿戸 雄一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530± 01：37．8クビ 1．7�
47 セイウンガレオン 牡3黒鹿56 松岡 正海西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 中田 英樹 528± 0 〃 クビ 29．7�
611 ダノンマジック 牡3黒鹿56 石川裕紀人�ダノックス 田中 博康 日高 白井牧場 440－ 81：38．22 61．0	
11 テイエムアジアダン 牡3栗 56 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤川フアーム 522＋161：38．51� 20．7

12 フォーワンセルフ 牡3栗 56 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 516＋ 8 〃 ハナ 42．3�
59 � タイムトゥゴー 牡3鹿 56 大野 拓弥ゴドルフィン 鈴木慎太郎 英 Laundry Cot-

tage Stud Farm 494＋ 6 〃 ハナ 46．3�
36 カペラスター 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 21：38．71� 100．3
816 ベ ル ベ リ ス 牝3鹿 54 吉田 豊ディアレストクラブ� 高橋 文雅 浦河 カケハムポニークラブ 466＋12 〃 クビ 90．6�
48 デライトアゲン 牡3芦 56 野中悠太郎浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 浦河 佐々木 恵一 482＋ 41：38．8� 44．4�
24 ア オ カ ミ 牡3青 56 坂井 瑠星プレミアムレースホース 和田 勇介 日高 シンボリ牧場 462－ 61：39．33 28．2�
23 ニシノブチヌケ 牡3栗 56 丸山 元気西山 茂行氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 B542＋12 〃 クビ 182．6�
714 ラ イ パ チ 牡3鹿 56 内田 博幸阿部東亜子氏 土田 稔 浦河 山田 昇史 486＋ 21：39．93� 408．4�
815 ヴ ラ デ ィ ア 牡3青 56 田辺 裕信小泉 修氏 小西 一男 登別 登別上水牧場 488± 01：40．11� 59．8�

（15頭）
612 エコロジェネラス 牡3鹿 56 津村 明秀原村 正紀氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 502＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 44，006，800円 複勝： 68，991，200円 枠連： 14，067，500円
馬連： 52，094，500円 馬単： 24，913，800円 ワイド： 53，062，900円
3連複： 66，850，700円 3連単： 77，006，900円 計： 400，994，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 200円 � 120円 � 110円 枠 連（5－7） 2，830円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 8，030円

ワ イ ド �� 640円 �� 310円 �� 150円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 15，550円

票 数

単勝票数 差引計 440068（返還計 43904） 的中 � 19767（3番人気）
複勝票数 差引計 689912（返還計 72286） 的中 � 38213（3番人気）� 100312（2番人気）� 368402（1番人気）
枠連票数 差引計 140675（返還計 525） 的中 （5－7） 3850（10番人気）
馬連票数 差引計 520945（返還計163207） 的中 �� 12806（9番人気）
馬単票数 差引計 249138（返還計 78434） 的中 �� 2326（23番人気）
ワイド票数 差引計 530629（返還計188980） 的中 �� 16084（9番人気）�� 39315（2番人気）�� 118978（1番人気）
3連複票数 差引計 668507（返還計446625） 的中 ��� 54735（1番人気）
3連単票数 差引計 770069（返還計513536） 的中 ��� 3590（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．4―48．9―1：01．4―1：13．2―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベネロングポイント �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2021．8．22 新潟7着

2019．4．16生 牡3栗 母 ラ イ カ ー ト 母母 ウェディングバンド 4戦1勝 賞金 6，750，000円
〔競走除外〕 エコロジェネラス号は，馬場入場後に放馬。疾病〔両前肢挫創〕を発症したため競走除外。
※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 エコロエース号・ロデム号

03052 2月12日 晴 重 （4東京1） 第5日 第4競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走11時40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
1：21．5
1：20．3

重
不良

816 ジャングルキング 牡4鹿 57 C．ルメール 清家 聖仁氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：22．8 2．6�
713 スキャッターシード 牝4鹿 55 石川裕紀人�G1レーシング 斎藤 誠 安平 追分ファーム 554＋ 41：23．65 4．8�
11 テイエムアトム 牡4栃栗57 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 B524＋ 41：23．7クビ 49．4�
612 グランデモナルカ 牡4黒鹿57 内田 博幸 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム B478＋101：23．91� 29．6�
12 プルスウルトラ 牡4栗 57 M．デムーロ�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 528－ 2 〃 クビ 7．0	
23 � トロワシャルム �5青鹿 57

55 △永野 猛蔵村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474＋ 41：24．11 34．8

611 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± 01：24．2� 38．8�
714 アポロセイラン 牡5鹿 57 坂井 瑠星アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 春木ファーム 482＋ 21：24．3� 45．2�
24 デリシュレーヌ 牝4青鹿55 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 488＋ 8 〃 アタマ 24．2
815 ユイノチャッキー 牡4栗 57 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 510＋ 21：24．51� 9．4�
35 メレカリキマカ 牡4鹿 57

54 ▲横山 琉人丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B500＋181：24．6クビ 193．2�
510� ジランドール 牡4鹿 57 戸崎 圭太長谷川祐司氏 藤沢 和雄 新ひだか チャンピオンズファーム B534－ 41：24．92 7．1�
47 キ ラ メ キ 牝4栗 55

54 ☆木幡 育也大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社
大原ファーム 494＋ 21：25．43 133．1�

59 スイーツビュッフェ 牝6鹿 55 石橋 脩 �YGGホースクラブ 高橋 祥泰 日高 ヤナガワ牧場 508－ 41：25．5� 37．4�
36 � キノトクイーン 牝4青鹿55 大庭 和弥花野 友象氏 高橋 文雅 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 448－ 91：26．45 243．4�
48 ボ レ ロ 牝4鹿 55 松山 弘平�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 468＋ 61：26．5� 14．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，142，700円 複勝： 86，165，800円 枠連： 16，553，300円
馬連： 80，223，300円 馬単： 33，215，500円 ワイド： 89，677，100円
3連複： 130，460，200円 3連単： 132，879，900円 計： 624，317，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 170円 � 1，180円 枠 連（7－8） 430円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 380円 �� 2，920円 �� 5，030円

3 連 複 ��� 18，300円 3 連 単 ��� 53，910円

票 数

単勝票数 計 551427 的中 � 164665（1番人気）
複勝票数 計 861658 的中 � 205747（1番人気）� 138977（2番人気）� 12226（13番人気）
枠連票数 計 165533 的中 （7－8） 29375（1番人気）
馬連票数 計 802233 的中 �� 78745（1番人気）
馬単票数 計 332155 的中 �� 17880（1番人気）
ワイド票数 計 896771 的中 �� 68990（1番人気）�� 7407（40番人気）�� 4252（52番人気）
3連複票数 計1304602 的中 ��� 5344（60番人気）
3連単票数 計1328799 的中 ��� 1787（165番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．0―12．2―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．3―46．3―58．5―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャングルキング �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Eltish デビュー 2020．11．28 東京1着

2018．2．7生 牡4鹿 母 シーズオールエルティッシュ 母母 Shesabullwinkle 8戦2勝 賞金 26，160，000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。
（非当選馬） 2頭 セブンパワー号・ハローチュース号
（非抽選馬） 4頭 アウトレイジング号・カネショウルーイ号・ファイティング号・ミヤコノアカリ号



03053 2月12日 晴 良 （4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 5，200，000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
1：19．4
1：19．0

良
良

816 ソ ウ テ ン 牡3鹿 56 岩田 望来林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：22．0 8．1�
713 マニカルニカ 牝3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：22．42� 4．8�
59 ネ ネ 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 442± 0 〃 ハナ 83．9�
11 ダブルダブル 牡3鹿 56 内田 博幸千明牧場 尾関 知人 日高 千明牧場 440＋ 41：22．61� 7．5�
24 ローシュタイン 牡3黒鹿56 津村 明秀天堀 忠博氏 牧 光二 浦河 近藤牧場 480＋161：22．7� 3．8�
510 ナ ザ レ 牝3鹿 54 三浦 皇成 	ニッシンホール

ディングス 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム B452＋ 2 〃 クビ 25．0

47 インゲニウム 牡3鹿 56 坂井 瑠星程田 真司氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 510＋141：23．01� 82．7�
611 ベルウッドウイング 牡3黒鹿56 吉田 豊鈴木 照雄氏 高橋 文雅 日高 戸川牧場 438－ 6 〃 クビ 177．0�
48 グランアリエル 牡3鹿 56 石川裕紀人布施 慶士氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 474± 01：23．1� 3．5
815 コスモプルエバ 牝3栗 54 横山 武史 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 430± 0 〃 クビ 28．4�
23 サバイバルアート 牝3鹿 54 丸山 元気福田 光博氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 420± 01：23．41� 35．3�
35 モンテジュエル 牝3芦 54 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新ひだか 三石橋本牧場 432－ 6 〃 クビ 11．4�
714 ルーチェディルーナ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 420＋141：24．14 43．3�

12 エ ス リ ー ア 牝3鹿 54
51 ▲横山 琉人中村 智幸氏 岩戸 孝樹 日高 道見牧場 402－ 61：24．31� 660．5�

36 キタノルシファ 牝3栗 54 木幡 初也北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 北星村田牧場 388 ―1：24．61� 494．9�
612 ラガッツァアレグラ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 育也島井新一郎氏 田中 剛 新冠 佐藤牧場 430－ 41：24．91� 394．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，153，800円 複勝： 69，756，500円 枠連： 15，308，900円
馬連： 72，092，500円 馬単： 30，072，500円 ワイド： 74，940，300円
3連複： 108，258，500円 3連単： 111，011，100円 計： 527，594，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 340円 � 210円 � 1，720円 枠 連（7－8） 1，240円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 8，300円 �� 6，530円

3 連 複 ��� 47，700円 3 連 単 ��� 177，660円

票 数

単勝票数 計 461538 的中 � 45525（5番人気）
複勝票数 計 697565 的中 � 52589（6番人気）� 108298（3番人気）� 8542（12番人気）
枠連票数 計 153089 的中 （7－8） 9532（6番人気）
馬連票数 計 720925 的中 �� 22501（10番人気）
馬単票数 計 300725 的中 �� 4473（21番人気）
ワイド票数 計 749403 的中 �� 19891（11番人気）�� 2274（55番人気）�� 2897（47番人気）
3連複票数 計1082585 的中 ��� 1702（113番人気）
3連単票数 計1110111 的中 ��� 453（507番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．4―46．8―58．3―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソ ウ テ ン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Dubawi デビュー 2021．10．31 東京3着

2019．4．17生 牡3鹿 母 ミスドバウィ 母母 Coyote 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ウインエイムハイ号

03054 2月12日 晴 良 （4東京1） 第5日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走13時05分 （芝・左）

牝；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
1：44．2
1：43．8

良
良

714 ルージュリナージュ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 430＋ 21：48．1 7．0�
23 ホーリーエンブレム 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 420－ 21：48．2� 2．1�
36 ブルボンティアラ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 日高 原田ファーム 422± 01：48．52 81．6�
59 エリオトローピオ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 400± 01：48．6� 16．8�

48 オウケンムーンアイ 牝3鹿 54 三浦 皇成福井 明氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 436± 01：48．7クビ 57．0	
815 ロンギングママー 牝3黒鹿54 野中悠太郎坂本 浩一氏 黒岩 陽一 新ひだか サカイファーム 454 ― 〃 クビ 176．1

24 ゴールデンアワー 牝3鹿 54 菅原 明良藤本 栄史氏 加藤士津八 新ひだか 広田牧場 490－ 41：48．81 3．4�
612 レーヌデゼトワール 牝3青鹿54 坂井 瑠星星野 �男氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 420－ 21：48．9クビ 34．9
611 エメラルセシリア 牝3青鹿 54

51 ▲横山 琉人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 438－ 61：49．0� 333．8�
713 ローズタルト 牝3黒鹿54 津村 明秀 �サンデーレーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 412＋ 6 〃 ハナ 20．5�
11 ロジスピード 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 468± 01：49．21� 12．2�
47 ルグランブルー 牝3鹿 54 岩田 望来山田 弘氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446 ― 〃 アタマ 97．4�
35 ヴァイオルナ 牝3鹿 54 江田 照男鈴木 史郎氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 404 ―1：49．41� 281．0�
510 サトノゼノビア 牝3鹿 54 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 494＋32 〃 クビ 21．4�
12 ハイエスティーム 牝3黒鹿54 M．デムーロ �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 430－121：49．5クビ 31．4�
816 チ ー マ マ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士内田 玄祥氏 松永 康利 平取 びらとり牧場 464＋ 61：51．5大差 506．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，671，800円 複勝： 69，423，700円 枠連： 19，517，300円
馬連： 77，953，500円 馬単： 34，597，300円 ワイド： 75，076，200円
3連複： 118，547，000円 3連単： 132，177，200円 計： 580，964，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 200円 � 130円 � 1，530円 枠 連（2－7） 370円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 420円 �� 4，260円 �� 3，830円

3 連 複 ��� 21，050円 3 連 単 ��� 92，490円

票 数

単勝票数 計 536718 的中 � 61157（3番人気）
複勝票数 計 694237 的中 � 84767（3番人気）� 196013（1番人気）� 7422（11番人気）
枠連票数 計 195173 的中 （2－7） 40158（2番人気）
馬連票数 計 779535 的中 �� 75867（2番人気）
馬単票数 計 345973 的中 �� 11437（6番人気）
ワイド票数 計 750762 的中 �� 51041（2番人気）�� 4263（35番人気）�� 4749（33番人気）
3連複票数 計1185470 的中 ��� 4223（53番人気）
3連単票数 計1321772 的中 ��� 1036（245番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．0―48．2―1：00．7―1：13．3―1：24．7―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ルージュリナージュ �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 ルーラーシップ デビュー 2021．10．31 東京4着

2019．4．8生 牝3鹿 母 パンツァネッラ 母母 シルバーフォックス 3戦1勝 賞金 7，070，000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 シャイニングサン号



03055 2月12日 晴 良 （4東京1） 第5日 第7競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走13時35分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

33 レディバランタイン 牝3鹿 54 C．ルメール 丸山 担氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 470＋121：21．6 6．2�
813 ラブリネスオーバー 牝3芦 54 三浦 皇成髙栁 �男氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 502± 01：21．81 20．3�
610 バーミリオンクリフ 牡3鹿 56 津村 明秀 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：21．9� 13．5�
11 トータルリコール 牡3鹿 56 田中 勝春山本又一郎氏 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 460＋ 41：22．01 22．1�
814 ビーオンザマーチ 牝3栗 54 坂井 瑠星吉田 晴哉氏 林 徹 安平 追分ファーム 456＋101：22．1クビ 8．1	
58 グラスミヤラビ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人半沢� 大江原 哲 新冠 飛渡牧場 490＋ 4 〃 クビ 7．8

45 ア ラ ク レ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 41：22．41� 385．0�
712 コ ウ キ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 上原 博之 日高 広富牧場 474＋ 21：22．5� 59．1�
711	 ドラゴンゴクウ 牡3黒鹿56 丸山 元気福本 次雄氏 根本 康広 日高 福本 次雄 468＋ 81：22．6� 98．0
22 ラコンタール 牡3鹿 56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 480＋121：23．02� 2．6�
34 アイムファイン 牝3鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 奥平 雅士 日高 門別山際牧場 406－ 21：23．31� 103．7�
69 レッツリブオン 牡3黒鹿56 M．デムーロ�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 456－ 21：23．62 4．0�
46 マブセレナード 牝3青鹿54 岩田 望来マブレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 466± 01：23．81 70．9�
57 セ ヲ ハ ヤ ミ 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 410－ 41：25．07 689．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，382，100円 複勝： 71，616，800円 枠連： 15，015，800円
馬連： 81，150，700円 馬単： 34，855，300円 ワイド： 76，116，000円
3連複： 116，534，700円 3連単： 133，977，200円 計： 582，648，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 230円 � 580円 � 390円 枠 連（3－8） 1，570円

馬 連 �� 6，610円 馬 単 �� 11，050円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 1，290円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 25，620円 3 連 単 ��� 134，340円

票 数

単勝票数 計 533821 的中 � 68337（3番人気）
複勝票数 計 716168 的中 � 96616（3番人気）� 28799（7番人気）� 45546（6番人気）
枠連票数 計 150158 的中 （3－8） 7404（8番人気）
馬連票数 計 811507 的中 �� 9503（21番人気）
馬単票数 計 348553 的中 �� 2364（37番人気）
ワイド票数 計 761160 的中 �� 8518（23番人気）�� 15567（15番人気）�� 5023（36番人気）
3連複票数 計1165347 的中 ��� 3411（74番人気）
3連単票数 計1339772 的中 ��� 723（363番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．5―11．5―10．9―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．1―46．6―57．5―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディバランタイン �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 Darshaan デビュー 2021．7．25 新潟1着

2019．3．29生 牝3鹿 母 ミリオンウィッシーズ 母母 Moonlight’s Box 4戦2勝 賞金 15，230，000円
〔騎手変更〕 マブセレナード号の騎手永野猛蔵は，第6競走での入線後の落馬による検査のため岩田望来に変更。
〔発走状況〕 レッツリブオン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セヲハヤミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月12日まで平地競走に

出走できない。

03056 2月12日 晴 重 （4東京1） 第5日 第8競走 ��2，100�4歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

58 ローズボウル 牡4鹿 56 菅原 明良 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 510－ 62：09．9 3．1�
22 ピュアブラッド �4鹿 56 横山 武史�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 22：10．32� 2．0�
815 カンリンポチェ 牡4鹿 56 三浦 皇成窪田 芳郎氏 田村 康仁 浦河 大島牧場 B522± 02：10．4クビ 16．0�
610 アシタガアルサ 牡4栗 56 江田 照男千葉 正人氏 小笠 倫弘 新ひだか 飛野牧場 B456－ 22：10．82� 53．6�
712 トーセンインパルス 牡4黒鹿56 松山 弘平島川 �哉氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 498＋ 82：10．9� 13．5	
713 ヤマノマタカ 牡5鹿 57 石橋 脩澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B488± 02：11．0� 59．5

35 	 ユイノザッパー 牡4栗 56 坂井 瑠星田中 晴夫氏 矢作 芳人 米

Bonne Chance
Farm, LLC &
Stud RDI, LLC

512＋ 62：11．1� 11．3�
47 ネオヴィットーリア 牝8黒鹿55 松岡 正海ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム 466＋ 22：11．41� 274．3�
814 エコロカナワン 牡4鹿 56 田辺 裕信原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B500＋ 2 〃 ハナ 25．7
11 セータステソーロ 牡4栗 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 伊坂 重信 新冠 新冠橋本牧場 B510－ 22：11．5� 55．4�
46 サニートーク 牡5芦 57 M．デムーロ陳 立文氏 稲垣 幸雄 新ひだか

有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 480＋ 42：11．92� 49．9�

34 セイシェルノユウヒ 牡5芦 57 吉田 豊宮城 寛也氏 高橋 文雅 新冠 スカイビーチステーブル 486＋ 42：12．22 78．4�
611 スティルライフ 牝4黒鹿54 丸田 恭介藤井 孝治氏 黒岩 陽一 新ひだか 野坂牧場 464－ 42：12．41
 261．5�
23 トーセンクライマー 牡4芦 56 内田 博幸島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋ 22：13．03� 98．8�
59 セ ル ヴ ァ ン 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 22：13．74 15．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 54，836，900円 複勝： 95，823，200円 枠連： 19，803，300円
馬連： 89，700，900円 馬単： 44，025，100円 ワイド： 81，071，400円
3連複： 150，391，000円 3連単： 181，539，500円 計： 717，191，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 110円 � 290円 枠 連（2－5） 260円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 160円 �� 690円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 7，020円

票 数

単勝票数 計 548369 的中 � 141510（2番人気）
複勝票数 計 958232 的中 � 169678（2番人気）� 462914（1番人気）� 36579（7番人気）
枠連票数 計 198033 的中 （2－5） 58443（1番人気）
馬連票数 計 897009 的中 �� 234143（1番人気）
馬単票数 計 440251 的中 �� 48152（2番人気）
ワイド票数 計 810714 的中 �� 171848（1番人気）�� 24390（10番人気）�� 27498（9番人気）
3連複票数 計1503910 的中 ��� 70716（5番人気）
3連単票数 計1815395 的中 ��� 18732（13番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．8―17．8―30．5―43．1―55．7―1：08．5―1：21．2―1：33．6―1：45．4―1：57．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローズボウル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Empire Maker デビュー 2020．10．24 東京11着

2018．4．5生 牡4鹿 母 オールドパサデナ 母母 オフジオールドブロック 9戦2勝 賞金 23，800，000円



03057 2月12日 晴 良 （4東京1） 第5日 第9競走 ��
��2，400�

は こ ね

箱 根 特 別
発走14時35分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

22 トゥーフェイス 牡4鹿 56 C．ルメール �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 496＋ 42：25．3 3．2�
11 レッドヴェロシティ 牡4黒鹿56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 540－ 22：25．61� 2．1�
77 アイブランコ 牡5栗 57 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 530＋102：25．7	 28．7�
66 マリノアズラ 牝4黒鹿54 津村 明秀矢野まり子氏 小手川 準 日高 クラウン日高牧場 474＋142：25．8� 18．4�
33 チャックネイト 牡4鹿 56 横山 武史金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 484＋ 42：26．22	 6．5	
55 ホウオウリアリティ 牡4栗 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 484± 02：26．3� 5．9

78 
 ウインエアフォルク 牡5鹿 57 野中悠太郎成富 直行氏 根本 康広 新冠 コスモヴューファーム 478－ 22：26．4	 85．6�
44 ビーマイオーシャン 牡5青鹿57 松山 弘平 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B488－102：26．5クビ 24．4�
89 シュブリーム 牡6黒鹿57 田中 勝春栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 476＋ 4 〃 ハナ 79．6
810 ナックイルシーブ 牡4芦 56 菅原 明良小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520± 02：27．13	 190．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 55，601，600円 複勝： 72，968，200円 枠連： 14，353，000円
馬連： 91，833，100円 馬単： 47，112，000円 ワイド： 81，105，500円
3連複： 134，992，700円 3連単： 230，252，100円 計： 728，218，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 � 270円 枠 連（1－2） 320円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 170円 �� 660円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 計 556016 的中 � 139004（2番人気）
複勝票数 計 729682 的中 � 180442（2番人気）� 253031（1番人気）� 35668（6番人気）
枠連票数 計 143530 的中 （1－2） 33898（1番人気）
馬連票数 計 918331 的中 �� 205284（1番人気）
馬単票数 計 471120 的中 �� 45479（2番人気）
ワイド票数 計 811055 的中 �� 164484（1番人気）�� 26229（10番人気）�� 28401（9番人気）
3連複票数 計1349927 的中 ��� 64193（5番人気）
3連単票数 計2302521 的中 ��� 29143（18番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―12．2―12．6―12．5―13．1―12．3―12．0―12．0―10．7―11．5―12．3

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―24．1―36．3―48．9―1：01．4―1：14．5―1：26．8―1：38．8―1：50．8―2：01．5―2：13．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トゥーフェイス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．6．6 東京9着

2018．2．26生 牡4鹿 母 マ ス ク オ フ 母母 ビハインドザマスク 11戦3勝 賞金 43，805，000円
〔発走状況〕 ウインエアフォルク号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

03058 2月12日 晴 良 （4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，3．2．13以降4．2．6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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

11 ララクリスティーヌ 牝4青鹿53 菅原 明良フジイ興産� 斉藤 崇史 新冠 土井牧場 440± 01：21．1 6．8�
（法942）

68 オパールシャルム 牝5栗 52 江田 照男落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 482－ 21：21．31� 34．7�
56 カ ル リ ー ノ 牡6鹿 54 石川裕紀人 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B524＋ 6 〃 ハナ 33．7�
57 ランドオブリバティ 牡4鹿 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472－ 2 〃 クビ 2．3�
44 グッドマックス 牝5芦 52 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 488＋ 21：21．51� 142．2�
22 フォースオブウィル �5栗 55 柴田 大知柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 446＋ 2 〃 ハナ 14．0	
710 アントリューズ 牡6鹿 55 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 516＋ 81：21．6� 10．5

33 レ ガ ト ゥ ス 牡4黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 558＋101：21．8� 3．3�
45 ホウオウカトリーヌ 牝6鹿 50 横山 琉人小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 41：22．11� 250．6
69 ミスビアンカ 牝5鹿 52 津村 明秀 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 456－101：22．42 25．8�
813 アーデンフォレスト 牡6黒鹿55 岩田 望来 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460± 01：22．61� 18．9�
711 ヒートライトニング 牝5栗 51 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B474－ 41：22．81 277．6�
812 ル ナ シ オ ン 牝5鹿 53 杉原 誠人 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492＋221：23．54 19．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 76，102，800円 複勝： 88，139，800円 枠連： 26，342，900円
馬連： 149，869，200円 馬単： 63，426，600円 ワイド： 124，057，800円
3連複： 223，644，000円 3連単： 287，589，800円 計： 1，039，172，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 250円 � 650円 � 580円 枠 連（1－6） 4，060円

馬 連 �� 8，750円 馬 単 �� 14，790円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 1，940円 �� 5，810円

3 連 複 ��� 43，250円 3 連 単 ��� 238，010円

票 数

単勝票数 計 761028 的中 � 88242（3番人気）
複勝票数 計 881398 的中 � 108366（3番人気）� 32543（10番人気）� 37484（8番人気）
枠連票数 計 263429 的中 （1－6） 5028（16番人気）
馬連票数 計1498692 的中 �� 13267（27番人気）
馬単票数 計 634266 的中 �� 3215（43番人気）
ワイド票数 計1240578 的中 �� 12861（26番人気）�� 16664（23番人気）�� 5424（43番人気）
3連複票数 計2236440 的中 ��� 3878（94番人気）
3連単票数 計2875898 的中 ��� 876（503番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．6―11．7―10．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．9―46．6―57．4―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ララクリスティーヌ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．11．1 京都1着

2018．3．9生 牝4青鹿 母 スーパーマダム 母母 オメガフォーチュン 8戦4勝 賞金 60，523，000円



03059 2月12日 晴 良 （4東京1） 第5日 第11競走 ��
��1，600�第57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 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

713 プレサージュリフト 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464＋121：34．1 3．7�
59 スターズオンアース 牝3黒鹿54 横山 武史 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 474± 01：34．2クビ 3．4�
12 ベルクレスタ 牝3鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464－ 21：34．3	 3．7�
24 ラ リ ュ エ ル 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 428－101：34．51
 16．9�
510� モズゴールドバレル 牝3黒鹿54 M．デムーロ �キャピタル・システム 藤岡 健一 米 Timothy Le-

sley Thompson 434－ 41：34．6	 19．7	
35 ウインエクレール 牝3鹿 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 21：34．7� 15．8

47 ロ ム ネ ヤ 牝3鹿 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 416－ 41：34．8クビ 26．9�
48 モカフラワー 牝3栗 54 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 448＋ 21：34．9	 10．4�
612 ア オ イ モ エ 牝3鹿 54 石橋 脩新谷 幸義氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 400－ 4 〃 ハナ 66．1
36 ハピネスアゲン 牝3芦 54 江田 照男浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 富田牧場 446± 0 〃 クビ 157．5�
23 ショショローザ 牝3鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 アタマ 29．6�
815 スタティスティクス 牝3黒鹿54 池添 謙一 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 432－ 21：35．0� 29．2�
816 スマイルアップ 牝3芦 54 野中悠太郎馬目 卓氏 萱野 浩二 浦河 辻 牧場 434－ 41：35．42� 473．7�
611 コントディヴェール 牝3芦 54 大野 拓弥前田 幸治氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466± 01：35．71� 188．6�
714 アメリカンスター 牝3鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 4 〃 ハナ 44．8�
11 ショウナンアメリア 牝3黒鹿54 菅原 明良国本 哲秀氏 奥村 武 日高 天羽牧場 454－ 4 〃 ハナ 165．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 269，162，400円 複勝： 319，199，600円 枠連： 93，442，300円
馬連： 619，197，200円 馬単： 227，861，200円 ワイド： 545，623，800円
3連複： 1，129，794，700円 3連単： 1，301，743，900円 計： 4，506，025，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 130円 � 130円 枠 連（5－7） 680円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 330円 �� 390円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 4，940円

票 数

単勝票数 計2691624 的中 � 576044（2番人気）
複勝票数 計3191996 的中 � 450825（3番人気）� 701395（1番人気）� 695743（2番人気）
枠連票数 計 934423 的中 （5－7） 105114（2番人気）
馬連票数 計6191972 的中 �� 559954（2番人気）
馬単票数 計2278612 的中 �� 118112（3番人気）
ワイド票数 計5456238 的中 �� 436695（2番人気）�� 352142（3番人気）�� 632379（1番人気）
3連複票数 計11297947 的中 ��� 798201（1番人気）
3連単票数 計13017439 的中 ��� 190788（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．1―12．2―12．2―11．5―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―35．3―47．5―59．7―1：11．2―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレサージュリフト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．24 東京1着

2019．4．25生 牝3黒鹿 母 シュプリームギフト 母母 スーヴェニアギフト 2戦2勝 賞金 44，567，000円
〔制裁〕 ラリュエル号の騎手坂井瑠星は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3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。
（非当選馬） 1頭 ニシノメグレス号

03060 2月12日 晴 重 （4東京1） 第5日 第12競走 ��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

36 ヤ マ メ 牝5黒鹿 55
52 ▲小林 脩斗越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 474± 01：35．8 549．4�

714 ジョディーズマロン 牡4栗 57 池添 謙一 �ローレルレーシング 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 462－ 41：35．9� 12．8�
48 コ ス モ オ リ 牡5栗 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B470＋ 41：36．11� 107．2�
12 アドアステラ 牝6栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B464－101：36．31� 22．8�
612 イ バ ル 牡5青鹿57 戸崎 圭太ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 522± 0 〃 クビ 5．5	
611 クリーンスレイト 牡4栗 57 横山 武史ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B498＋ 8 〃 ハナ 2．9

35 エコロファルコン 牡4鹿 57 松山 弘平原村 正紀氏 矢野 英一 新ひだか 山田牧場 498－ 41：36．5� 3．6�
23 テイルウインド 牡4青鹿 57

54 ▲横山 琉人高橋 文男氏 武藤 善則 日高 門別 敏朗 492＋301：37．03� 36．1�
815 ロンゴノット 牡5青 57 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B512＋ 81：37．1� 27．7
59 アオイカツマ 牡4鹿 57 坂井 瑠星新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 484＋ 41：37．31 32．8�
11 ホウオウセレシオン 牡5黒鹿57 C．ルメール 小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 510－ 41：37．51� 5．3�
816 ペプチドオリバー 牡6栗 57 江田 照男沼川 一彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 492－ 41：37．6� 42．8�
24 シセイタケル 牡7栗 57 岩田 望来猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム B486－ 41：37．81� 143．0�
510 ティートラップ 牡5鹿 57 丸山 元気深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 446－141：38．01� 89．9�
713 ジ ャ ッ ジ 牡5鹿 57 菅原 明良田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 530＋261：40．4大差 260．9�
47 コ コ ラ 牝5黒鹿55 石川裕紀人田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 468＋ 41：40．82� 288．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 108，997，200円 複勝： 137，223，900円 枠連： 47，297，300円
馬連： 219，439，100円 馬単： 85，162，500円 ワイド： 190，028，800円
3連複： 345，534，400円 3連単： 422，897，800円 計： 1，556，581，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 54，940円 複 勝 � 8，960円 � 430円 � 1，350円 枠 連（3－7） 2，370円

馬 連 �� 223，470円 馬 単 �� 638，710円

ワ イ ド �� 72，940円 �� 76，470円 �� 7，850円

3 連 複 ��� 2，141，740円 3 連 単 ��� 14，600，040円

票 数

単勝票数 計1089972 的中 � 1587（16番人気）
複勝票数 計1372239 的中 � 3750（16番人気）� 93324（5番人気）� 26111（11番人気）
枠連票数 計 472973 的中 （3－7） 15452（7番人気）
馬連票数 計2194391 的中 �� 761（98番人気）
馬単票数 計 851625 的中 �� 100（210番人気）
ワイド票数 計1900288 的中 �� 671（110番人気）�� 640（112番人気）�� 6290（50番人気）
3連複票数 計3455344 的中 ��� 121（501番人気）
3連単票数 計4228978 的中 ��� 21（2941番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．6―12．2―12．5―12．1―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．1―34．7―46．9―59．4―1：11．5―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤ マ メ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2019．6．22 函館1着

2017．4．15生 牝5黒鹿 母 サザンジュエリー 母母 サウスビューティー 18戦2勝 賞金 19，960，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔騎手変更〕 ティートラップ号の騎手永野猛蔵は，第6競走での入線後の落馬負傷のため丸山元気に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ファイヴレター号・マイネルイリャルギ号



（4東京1）第5日 2月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
重

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

250，050，000円
8，210，000円
30，580，000円
1，530，000円
32，640，000円
79，143，000円
5，167，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
894，477，900円
1，204，864，800円
309，878，000円
1，659，093，700円
685，001，100円
1，515，157，900円
2，718，131，100円
3，226，351，200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 12，212，955，700円

総入場人員 9，564名 （有料入場人員 9，252名）
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