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03073 2月19日 曇 稍重 （4東京1） 第7日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・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
1：21．5
1：20．3

重
不良

713 エリカコレクト 牝3鹿 54 戸崎 圭太三木 正浩氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：25．8 3．4�
815 ランコントル 牝3鹿 54 M．デムーロ井山 登氏 矢野 英一 日高 日高大洋牧場 446－ 21：26．01� 3．9�
714 オーロラアーク 牝3芦 54 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 豊洋牧場 420＋ 21：26．42� 4．1�
24 ベストスマイル 牝3鹿 54 伊藤 工真保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：27．14 64．6�
11 エレガントミッシー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 ヤナガワ牧場 422± 01：27．2クビ 24．4�
611 サイキョウノオンナ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗山本 精一氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 460＋ 41：27．52 35．2�
12 ラッパラッパー 牝3栗 54 菊沢 一樹西森 功氏 堀井 雅広 平取 二風谷ファーム 448－ 4 〃 ハナ 36．4	
612 ナンデフェスティヴ 牝3鹿 54 大野 拓弥臼井 一眞氏 畠山 吉宏 平取 二風谷ファーム 460± 01：27．6� 19．8

23 ビッグロジールーフ 牝3黒鹿54 柴田 大知大屋 高広氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 432± 01：27．91� 145．8�
35 メイリトルラバー 牝3鹿 54 三浦 皇成千明牧場 水野 貴広 日高 千明牧場 460＋ 41：28．0� 5．1�
47 エリンスパークル 牝3鹿 54

52 △山田 敬士田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 大栄牧場 448－ 41：28．1� 500．9
48 ルージュブラゾン 牝3黒鹿54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 472＋ 41：28．31� 13．3�
59 グレースブロード 牝3鹿 54 津村 明秀伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 444± 01：28．51� 87．6�
36 レヴァンツォ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也小林 祐一氏 青木 孝文 浦河 中村 雅明 462＋ 61：28．81� 494．0�
816 サトノブレス 牝3鹿 54 団野 大成 �サトミホースカンパニー 大和田 成 千歳 社台ファーム 492－ 81：29．12 75．1�
510 ト ロ ギ ル 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 424＋ 6 〃 クビ 300．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，391，000円 複勝： 65，673，100円 枠連： 15，694，200円
馬連： 68，541，500円 馬単： 30，689，000円 ワイド： 66，221，100円
3連複： 115，288，000円 3連単： 114，934，400円 計： 517，432，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 130円 � 150円 枠 連（7－8） 320円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 280円 �� 420円 �� 280円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 3，700円

票 数

単勝票数 計 403910 的中 � 92973（1番人気）
複勝票数 計 656731 的中 � 127962（2番人気）� 134977（1番人気）� 102382（3番人気）
枠連票数 計 156942 的中 （7－8） 37305（1番人気）
馬連票数 計 685415 的中 �� 81307（1番人気）
馬単票数 計 306890 的中 �� 19740（1番人気）
ワイド票数 計 662211 的中 �� 61146（2番人気）�� 37555（6番人気）�� 61535（1番人気）
3連複票数 計1152880 的中 ��� 88882（2番人気）
3連単票数 計1149344 的中 ��� 22500（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．3―36．6―49．2―1：01．4―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリカコレクト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Oratorio デビュー 2021．10．24 東京4着

2019．4．5生 牝3鹿 母 チェリーコレクト 母母 Holy Moon 3戦1勝 賞金 7，600，000円

03074 2月19日 曇 稍重 （4東京1） 第7日 第2競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走10時40分 （ダート・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
1：21．5
1：20．3

重
不良

611� ウ ラ ヤ 牡3栗 56 団野 大成ゴドルフィン 野中 賢二 英 Godolphin 480－ 41：25．7 2．1�
23 タイセイジャスパー 牡3栗 56 菱田 裕二田中 成奉氏 伊藤 圭三 新冠 カミイスタット 496＋ 21：26．12� 42．0�
48 バルミュゼット 牡3鹿 56 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 増本牧場 508＋101：26．31� 7．6�
816 ト リ グ ラ フ 牡3鹿 56 丸田 恭介山口 裕介氏 松山 将樹 浦河 鵜木 唯義 446＋ 61：26．4� 34．8�
47 エトワールジェンヌ 牝3鹿 54 丸山 元気福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 478－ 8 〃 ハナ 24．0�
815 モ ネ 牝3栗 54 津村 明秀 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 日高 シンボリ牧場 456－ 21：26．61� 28．5	
36 モ ウ シ ョ ウ 牡3黒鹿56 横山 武史岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 486－ 21：26．7� 14．7

11 マテンロウアイ 牝3黒鹿54 石橋 脩寺田千代乃氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 514－ 6 〃 アタマ 14．6�
24 ウインアウォード 牡3栗 56 M．デムーロ�ウイン 杉山 晴紀 日高 木村牧場 506＋12 〃 ハナ 9．5�
713 スズカコテキタイ 牡3鹿 56 岩部 純二永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 B484＋ 41：26．8アタマ 9．2
510 イスカンダル 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 元道牧場 456＋ 2 〃 クビ 110．8�
714 ゲンパチプライド 牡3黒鹿56 松岡 正海平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 上村 清志 474± 0 〃 ハナ 78．3�
35 アーリーレッグ 牡3鹿 56 菊沢 一樹岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B470＋ 21：27．33 177．4�
12 プリーチトヤーン 牝3鹿 54 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 464＋ 21：27．4� 7．1�
612 クリノメガミエース 牝3栗 54 野中悠太郎栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日西牧場 478＋ 61：27．5� 258．9�
59 ラインアルテア 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 琉人大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 474± 01：29．110 113．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，793，700円 複勝： 67，757，600円 枠連： 15，149，500円
馬連： 72，213，600円 馬単： 30，845，500円 ワイド： 73，462，000円
3連複： 118，488，500円 3連単： 111，917，400円 計： 532，627，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 760円 � 220円 枠 連（2－6） 1，000円

馬 連 �� 4，260円 馬 単 �� 6，070円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 390円 �� 4，130円

3 連 複 ��� 7，010円 3 連 単 ��� 31，000円

票 数

単勝票数 計 427937 的中 � 157973（1番人気）
複勝票数 計 677576 的中 � 171441（1番人気）� 15999（11番人気）� 78335（3番人気）
枠連票数 計 151495 的中 （2－6） 11668（4番人気）
馬連票数 計 722136 的中 �� 13128（14番人気）
馬単票数 計 308455 的中 �� 3807（21番人気）
ワイド票数 計 734620 的中 �� 14047（17番人気）�� 53414（2番人気）�� 4216（43番人気）
3連複票数 計1184885 的中 ��� 12677（23番人気）
3連単票数 計1119174 的中 ��� 2617（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．8―48．5―1：00．9―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウ ラ ヤ �
�
父 New Approach �

�
母父 Pyro デビュー 2021．7．24 新潟7着

2019．3．22生 牡3栗 母 Wadi 母母 Fragrant Oasis 4戦2勝 賞金 12，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アポロマジェスティ号・アポロリヤム号・ジョンソンテソーロ号・シーヴィクセン号・セッカチケーン号・

バトルクライ号・ヒノデミッチー号・ボンクラージュ号・モナルヒ号

第１回 東京競馬 第７日



03075 2月19日 曇 稍重 （4東京1） 第7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

23 オクトニオン 牡3鹿 56 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 B520－ 21：38．1 2．5�
47 セ イ ゲ ン 牡3栗 56 吉田 豊伊藤 誠吉氏 中川 公成 新冠 五丸農場 478－ 21：38．63 6．6�
815 ビーザラキエスト 牡3鹿 56 三浦 皇成ゴドルフィン 鹿戸 雄一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528－ 21：39．34 2．7�
713 ラ ズ ラ イ ト 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 築紫 洋 432± 01：39．61� 52．9�
35 ブランショセット 牡3栗 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 中川 公成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 41：39．81� 59．9�
816 エコロエース 牡3芦 56 菅原 明良原村 正紀氏 矢野 英一 浦河 日進牧場 492± 0 〃 クビ 59．4�
11 ブ レ イ ク 牡3黒鹿56 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 えりも 寺井 文秀 470－ 21：39．9� 149．9

24 ストロングフォース 牡3黒鹿56 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 新冠 竹中牧場 500＋401：40．11� 49．4�
12 キタノキャスター 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 472＋121：40．41� 364．7�
59 エターナルプライド 牝3黒鹿54 菱田 裕二伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 452－ 61：40．5クビ 85．3
36 トップスティール 牡3鹿 56 団野 大成井山 登氏 深山 雅史 新ひだか 千代田牧場 502＋ 2 〃 ハナ 24．2�
510 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± 01：41．45 5．7�
714 ラインオンザトップ 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 青森 伊藤牧場 448＋ 61：41．61� 182．1�
611 キバルスター 牡3青 56 野中悠太郎須山 悟至氏 小西 一男 新冠 村上 雅規 468＋ 2 〃 ハナ 320．0�
612 パルタージュ 牝3鹿 54 坂井 瑠星 	キャロットファーム 伊藤 大士 新冠 新冠橋本牧場 448＋ 61：42．55 84．1�
48 オプティミストゥ 牡3栗 56 松岡 正海北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 488＋ 61：45．5大差 171．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，090，900円 複勝： 62，042，000円 枠連： 12，846，500円
馬連： 63，136，700円 馬単： 30，544，400円 ワイド： 60，260，600円
3連複： 99，848，800円 3連単： 111，143，600円 計： 484，913，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（2－4） 700円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 270円 �� 170円 �� 250円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 2，910円

票 数

単勝票数 計 450909 的中 � 142927（1番人気）
複勝票数 計 620420 的中 � 155105（1番人気）� 89934（4番人気）� 152274（2番人気）
枠連票数 計 128465 的中 （2－4） 14059（3番人気）
馬連票数 計 631367 的中 �� 70165（2番人気）
馬単票数 計 305444 的中 �� 19872（3番人気）
ワイド票数 計 602606 的中 �� 51910（3番人気）�� 103962（1番人気）�� 55576（2番人気）
3連複票数 計 998488 的中 ��� 126274（1番人気）
3連単票数 計1111436 的中 ��� 27655（5番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―12．3―12．6―12．5―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．0―47．3―59．9―1：12．4―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オクトニオン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Lonhro デビュー 2021．10．9 東京3着

2019．2．17生 牡3鹿 母 シュネーバル 母母 Snow Spell 6戦1勝 賞金 11，710，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オプティミストゥ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月19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 インパチェンス号・ケイティマジック号・ニシノカケハシ号・フジシュウセツ号・ブラックラスター号

03076 2月19日 晴 稍重 （4東京1） 第7日 第4競走 ��1，600�3歳新馬
発走11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
1：33．8
1：33．3

重
良

611 ミッキーレタス 牝3鹿 54 菱田 裕二野田みづき氏 高橋 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 474 ―1：41．7 4．0�

47 ビ ー ブ ル ー 牝3鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing
ホールディングス� 斎藤 誠 日高 北田 剛 452 ―1：42．01� 15．9�

59 ヒメカミノメガミ 牝3鹿 54 石川裕紀人國分 純氏 勢司 和浩 日高 スマイルファーム 510 ― 〃 クビ 34．0�
12 パンダリオン 牝3栗 54 菊沢 一樹宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 浦河 宮内牧場 518 ―1：42．1� 31．2�
36 ト リ デ ン テ 牡3栗 56 北村 宏司大塚 亮一氏 田村 康仁 洞�湖 レイクヴィラファーム 522 ―1：42．2� 20．5�
35 ジュヴゼーム 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 琉人吉田 千津氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 504 ―1：42．62� 16．5	
48 バ イ コ ー ン 牡3鹿 56 坂井 瑠星古賀 慎一氏 今野 貞一 新ひだか 本桐牧場 460 ―1：42．91� 3．1

713 ヤマニンエピュレ 牝3黒鹿54 丸田 恭介土井 肇氏 稲垣 幸雄 新冠 錦岡牧場 438 ―1：43．11� 98．2�
815 シゲルチータ 牡3鹿 56 柴田 大知森中 蕃氏 和田 雄二 新ひだか グローリーファーム 528 ― 〃 ハナ 63．2�
510 ダノンブルズアイ 牡3鹿 56 田中 勝春�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 460 ―1：43．62� 5．4
23 エティエンヌ �3芦 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 530 ―1：44．24 8．6�
816	 グラントテソーロ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 英 Kenji Ryo-

tokuji 442 ―1：44．3� 89．6�
24 サ リ ヴ ァ ン 牝3黒鹿54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム 442 ―1：44．4� 139．0�
11 ヴェンチュラスカイ 牡3鹿 56 菅原 明良西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 492 ―1：44．5� 15．8�
612 ヤマニンラベンサラ 牝3黒鹿54 伊藤 工真土井 肇氏 池上 昌和 浦河 廣田 光夫 440 ―1：44．71
 216．0�
714 ス ミ シ ュ ー 牝3栗 54 松岡 正海布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 458 ―1：46．8大差 26．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，071，100円 複勝： 42，747，300円 枠連： 14，509，800円
馬連： 56，547，700円 馬単： 25，151，700円 ワイド： 50，085，300円
3連複： 85，091，100円 3連単： 80，821，800円 計： 392，025，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 430円 � 790円 枠 連（4－6） 590円

馬 連 �� 4，190円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 2，530円 �� 5，080円

3 連 複 ��� 30，990円 3 連 単 ��� 139，840円

票 数

単勝票数 計 370711 的中 � 72915（2番人気）
複勝票数 計 427473 的中 � 77756（2番人気）� 23849（5番人気）� 11693（11番人気）
枠連票数 計 145098 的中 （4－6） 18772（1番人気）
馬連票数 計 565477 的中 �� 10455（14番人気）
馬単票数 計 251517 的中 �� 2509（23番人気）
ワイド票数 計 500853 的中 �� 9727（12番人気）�� 5077（30番人気）�� 2495（53番人気）
3連複票数 計 850911 的中 ��� 2059（90番人気）
3連単票数 計 808218 的中 ��� 419（415番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―12．8―13．4―13．1―12．2―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―25．0―37．8―51．2―1：04．3―1：16．5―1：28．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーレタス �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ハービンジャー 初出走

2019．5．18生 牝3鹿 母 ミッキーポーチ 母母 ウエストコースト 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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アオイトランプ号・アップフルーク号・フロムワンズハート号・ペイシャガン号・ユキサンゴールド号・

ラジカルデザイン号



03077 2月19日 晴 良 （4東京1） 第7日 第5競走 2，400�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
2：20．6
2：20．6

良
良

815 ストキャスティーク 牝3栗 54 団野 大成藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋ 42：28．0 16．2�

59 トラストメイウェザ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 464± 02：28．1クビ 6．4�
714 キ ー ワ ー ド �3鹿 56 菅原 明良�ノースヒルズ 栗田 徹 新ひだか 土居牧場 478－ 42：28．31� 42．4�
24 ルヴェルディ 牡3鹿 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 3．6�
612 ス ズ ナ ミ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 410＋ 42：28．51� 77．2	
12 イヴニングスター 牡3黒鹿56 横山 武史村野 康司氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494－ 42：28．6� 5．0

816 ロンギングエーオ 牡3黒鹿56 石橋 脩坂本 浩一氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 488－ 6 〃 ハナ 6．4�
713 ハリソンテソーロ 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 526＋ 62：28．81� 56．6�

11 プレンドクエスト 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース池上 昌和 千歳 社台ファーム 464＋ 42：28．9クビ 23．5
510 エーデルフォルム 牡3鹿 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 490 ―2：29．0� 3．8�
817 ブキャナンテソーロ 牡3黒鹿56 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 深山 雅史 新ひだか 米田牧場 494＋ 22：29．85 178．2�
611 ラインラペーシュ 牝3鹿 54 武士沢友治大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 中地 広大 B458＋ 22：30．01� 544．6�
35 ア ラ ラ ギ 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 22：30．21 229．0�
48 アルティマナイト 牡3栗 56 菊沢 一樹�木村牧場 柄崎 孝 日高 木村牧場 498－ 22：30．73 219．4�
47 リ ニ ュ ー 牡3鹿 56 石川裕紀人 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 432＋ 22：31．97 159．3�
23 クンパワピー 牝3栗 54 野中悠太郎ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 482＋ 2 〃 クビ 72．8�
36 イケメンプリンス 牡3鹿 56 坂井 瑠星吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 484－ 22：48．9大差 62．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 41，255，300円 複勝： 66，338，200円 枠連： 18，499，400円
馬連： 66，080，200円 馬単： 27，950，400円 ワイド： 63，902，500円
3連複： 99，573，900円 3連単： 100，448，700円 計： 484，048，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 360円 � 230円 � 910円 枠 連（5－8） 650円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 10，310円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 4，200円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 42，210円 3 連 単 ��� 290，140円

票 数

単勝票数 計 412553 的中 � 20358（6番人気）
複勝票数 計 663382 的中 � 47956（6番人気）� 86341（5番人気）� 16375（8番人気）
枠連票数 計 184994 的中 （5－8） 21745（3番人気）
馬連票数 計 660802 的中 �� 11055（16番人気）
馬単票数 計 279504 的中 �� 2032（34番人気）
ワイド票数 計 639025 的中 �� 14366（13番人気）�� 3852（36番人気）�� 5101（29番人気）
3連複票数 計 995739 的中 ��� 1769（101番人気）
3連単票数 計1004487 的中 ��� 251（610番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．5―37．4―50．4―1：03．3―1：16．2―1：28．5―1：40．7―1：52．7―2：03．8―2：15．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3
1
3

14－（8，17）－（2，12）16（4，9）（1，13）（3，7）15（5，11）－10－6・（14，17）（8，2，9）16（4，13）12（1，7）15（3，11）（5，10）＝6
2
4

14（8，17）（2，13）（12，16）4，9－（1，7）（3，15）－11，5，10－6
14（17，9）（8，2）16（4，13，15）7，12，1－（3，11，10）5＝6

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストキャスティーク �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2021．8．15 札幌3着

2019．2．27生 牝3栗 母 サンクボヌール 母母 ミュゲドボヌール 4戦1勝 賞金 7，510，000円
〔制裁〕 トラストメイウェザ号の騎手戸崎圭太は，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：15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イケメンプリンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月19日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ブキャナンテソーロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月19日まで平地競走に出走

できない。

03078 2月19日 晴 良 （4東京1） 第7日 第6競走 ��1，600�3歳未勝利
発走13時05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

714 バイオアート 牝3鹿 54 戸崎 圭太小島 章義氏 黒岩 陽一 浦河 酒井牧場 454＋ 81：36．5 1．7�
612 ルージュエクレール 牝3鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 426＋ 61：36．61 2．8�
59 セクシーデザイン 牝3黒鹿54 大野 拓弥吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 428＋ 41：37．13 111．1�
23 アクロビンジャー 牡3鹿 56 吉田 豊 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 浦河 三嶋牧場 460＋ 4 〃 クビ 12．3�
36 ヴァロンダンス 牝3鹿 54 丸田 恭介 �グリーンファーム宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 436＋141：37．31� 11．3�
815 ヒ メ ゴ ゼ ン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 400－ 8 〃 クビ 102．8	
47 モントブレッチア 牝3黒鹿54 横山 武史藤澤眞佐子氏 斎藤 誠 新ひだか 飛野牧場 448－ 4 〃 ハナ 14．9

12 チムドンドン 牝3鹿 54 津村 明秀瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：37．4� 82．4�
510 インサニティ 牝3鹿 54 菱田 裕二石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田牧場 428－101：37．5クビ 35．3
611 コスモフーディエ 牝3鹿 54 団野 大成 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 津田牧場 426＋ 61：38．35 292．9�
11 ミイヒダンサー 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人前迫 義幸氏 辻 哲英 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 418－ 81：38．4クビ 365．9�

24 ムーランアルザン 牝3栗 54
52 △山田 敬士村上 卓史氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 494－ 41：38．93 450．0�

713 ジュングローリー 牡3芦 56 石川裕紀人河合 純二氏 中舘 英二 新ひだか 坂本 智広 454－ 21：39．22 233．3�
35 タカラライナー 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗村山 義男氏 村田 一誠 新冠 大栄牧場 448 ―1：39．51� 281．5�
816 サマーモーリス 牝3鹿 54 三浦 皇成前田 亘輝氏 小島 茂之 新ひだか サカイファーム 424＋ 4 〃 ハナ 225．8�
48 シャイニーメモリー 牝3栗 54 野中悠太郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 浜本牧場 438 ―1：40．56 177．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，511，400円 複勝： 157，949，200円 枠連： 13，729，300円
馬連： 67，603，300円 馬単： 38，287，900円 ワイド： 59，217，900円
3連複： 99，958，800円 3連単： 160，133，400円 計： 642，391，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 740円 枠 連（6－7） 210円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 140円 �� 1，630円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 11，480円

票 数

単勝票数 計 455114 的中 � 211316（1番人気）
複勝票数 計1579492 的中 � 1215863（1番人気）� 120428（2番人気）� 9430（9番人気）
枠連票数 計 137293 的中 （6－7） 50430（1番人気）
馬連票数 計 676033 的中 �� 249160（1番人気）
馬単票数 計 382879 的中 �� 83659（1番人気）
ワイド票数 計 592179 的中 �� 155208（1番人気）�� 7063（15番人気）�� 3297（24番人気）
3連複票数 計 999588 的中 ��� 15893（13番人気）
3連単票数 計1601334 的中 ��� 10111（35番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．5―12．9―12．8―11．3―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．9―49．8―1：02．6―1：13．9―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F33．9
3 9，14（2，11，15）（7，12）（1，3，13）6，4，10（16，5）8 4 9（14，15）（2，11，12）（7，3，6，13）1，10（4，16）5－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バイオアート �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．30 東京3着

2019．5．30生 牝3鹿 母 ジュリエットソング 母母 ビューティソング 3戦1勝 賞金 9，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウインエイムハイ号・ホイッスルベイト号・ムーンムーンムーン号



03079 2月19日 曇 稍重 （4東京1） 第7日 第7競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時35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
1：33．8
1：33．3

重
良

58 � サンオブロジータ �5鹿 57 菅原 明良�シンシアリー 萩原 清 日高 若林 順一 510＋ 41：38．6 4．5�
610 トミケンベレムド 牡4栗 57 吉田 豊蓑島 竜一氏 小西 一男 新ひだか 川端 英幸 542＋ 21：39．13 24．6�
46 � ビヨンドザシーン 牡4黒鹿57 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 460－ 51：39．2� 112．4�
47 リズムオブザナイト 牡4鹿 57 M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B488± 01：39．3クビ 2．2�
814 ガラデレオン 牡5鹿 57 石川裕紀人山口 敦広氏 的場 均 新ひだか 落合 一巳 502＋10 〃 ハナ 174．5	
59 アルマイナンナ 牝5芦 55 菱田 裕二コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 454＋161：39．41 66．7

712 ヨシオドライヴ 牡5黒鹿57 菊沢 一樹井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 508－10 〃 ハナ 9．3�
611� 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 532－121：39．61� 11．0�
713 タ シ ロ 牡5栗 57 岩部 純二�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 540＋ 61：39．81 83．5
23 アイアゲート 牝4鹿 55 坂井 瑠星 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 512＋18 〃 クビ 21．8�
22 トライフォーリアル �5栗 57 北村 宏司 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム B502＋101：39．9� 11．9�
11 サプライズビュー 牡4鹿 57 田中 勝春 �CHEVAL AT-

TACHE 栗田 徹 新ひだか 田中 春美 516＋10 〃 アタマ 7．3�
815� ラインスプラッシュ 牡4黒鹿57 三浦 皇成大澤 繁昌氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－181：40．32 35．3�
34 � ベルクハイム 牡5栗 57

54 ▲小林 脩斗栗嶋 豊明氏 天間 昭一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528－ 41：40．51� 127．9�

35 ワンプレート 牡4鹿 57 野中悠太郎中村 智幸氏 高柳 瑞樹 浦河 大柳ファーム 510＋141：42．09 177．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，360，100円 複勝： 53，415，300円 枠連： 14，923，400円
馬連： 70，305，900円 馬単： 30，315，000円 ワイド： 67，717，500円
3連複： 107，362，200円 3連単： 118，535，000円 計： 507，934，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 460円 � 1，460円 枠 連（5－6） 1，620円

馬 連 �� 4，200円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 4，250円 �� 11，540円

3 連 複 ��� 62，660円 3 連 単 ��� 205，590円

票 数

単勝票数 計 453601 的中 � 79104（2番人気）
複勝票数 計 534153 的中 � 100305（2番人気）� 27905（7番人気）� 7675（12番人気）
枠連票数 計 149234 的中 （5－6） 7099（6番人気）
馬連票数 計 703059 的中 �� 12970（15番人気）
馬単票数 計 303150 的中 �� 3362（22番人気）
ワイド票数 計 677175 的中 �� 14923（13番人気）�� 4060（37番人気）�� 1480（69番人気）
3連複票数 計1073622 的中 ��� 1285（118番人気）
3連単票数 計1185350 的中 ��� 418（458番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．6―48．4―1：01．4―1：13．6―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サンオブロジータ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 スペシャルウィーク

2017．5．7生 �5鹿 母 ラブハミング 母母 シスターソノ 11戦1勝 賞金 17，160，000円
地方デビュー 2019．6．20 門別

〔制裁〕 リズムオブザナイト号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
ヨシオドライヴ号の騎手菊沢一樹は，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：15番）

※出走取消馬 フェアリーリング号（疾病〔左角膜炎〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リネンフリー号
（非抽選馬） 2頭 アイアムイチリュウ号・コスモコラッジョ号

03080 2月19日 曇 稍重 （4東京1） 第7日 第8競走 ��2，100�4歳以上2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 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
2：06．7
2：05．9

良
良

48 ラヴォラーレ 牡4鹿 56 田辺 裕信 �ローレルレーシング 武市 康男 浦河 津島 優治 524± 02：11．5 4．8�
714 キングサーガ �5黒鹿57 菅原 明良 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474－ 22：11．71� 13．8�
510 フィストバンプ 牡6青鹿57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 498＋ 42：11．91� 22．4�
713 ジュンキリタップ 牡4芦 56 吉田 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 平取 二風谷ファーム 516± 0 〃 クビ 24．4�
815 グレートバローズ 牡5鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 486＋ 62：12．32� 8．4	
35 ダノンブレット 牡4栗 56 戸崎 圭太�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B518＋ 62：12．51� 2．6

23 オ ー マ オ 牡6栗 57 石川裕紀人吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 456－ 22：12．6� 75．3�
611 ヴォートルエロー 牡5鹿 57 三浦 皇成�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 498＋ 22：12．91	 28．7�
47 エターナルボンド 牡5黒鹿57 坂井 瑠星 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B516－ 42：13．11 63．9
11 フレイムウィングス �5青鹿57 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 6 〃 クビ 16．8�
12 トップザビル 牝4栗 54 武士沢友治吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 444＋ 6 〃 クビ 94．8�
816 リノユニヴァース 牡4黒鹿56 横山 武史 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508－ 42：13．84 5．0�
612
 ウインジョイフル 牡5青鹿 57

54 ▲小林 脩斗庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 松田牧場 B508± 02：13．9� 35．8�
59 トウカイオルデン 牡7鹿 57 松岡 正海内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 B488＋ 62：14．0クビ 198．2�
24 スクリーンプロセス �4青鹿56 大野 拓弥 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 536－ 2 〃 アタマ 40．6�
36 シュッドヴァデル 牡6鹿 57 津村 明秀河合 裕明氏 松山 将樹 新冠 マリオステー

ブル 510－ 22：15．38 283．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，193，200円 複勝： 69，874，600円 枠連： 20，320，600円
馬連： 90，949，700円 馬単： 34，788，400円 ワイド： 83，045，200円
3連複： 145，632，000円 3連単： 141，305，000円 計： 631，108，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 360円 � 570円 枠 連（4－7） 1，840円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，660円 �� 3，550円

3 連 複 ��� 17，500円 3 連 単 ��� 90，340円

票 数

単勝票数 計 451932 的中 � 74038（2番人気）
複勝票数 計 698746 的中 � 123588（2番人気）� 47198（5番人気）� 26745（8番人気）
枠連票数 計 203206 的中 （4－7） 8515（6番人気）
馬連票数 計 909497 的中 �� 20507（10番人気）
馬単票数 計 347884 的中 �� 4754（16番人気）
ワイド票数 計 830452 的中 �� 22135（9番人気）�� 12887（15番人気）�� 5865（37番人気）
3連複票数 計1456320 的中 ��� 6240（53番人気）
3連単票数 計1413050 的中 ��� 1134（266番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―12．6―12．4―12．6―12．8―12．5―12．3―12．2―12．8―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．9―18．4―31．0―43．4―56．0―1：08．8―1：21．3―1：33．6―1：45．8―1：58．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラヴォラーレ �
�
父 オールステイ �

�
母父 フォーティナイナーズサン デビュー 2020．11．1 福島14着

2018．3．11生 牡4鹿 母 ピアノコンクール 母母 ピアノレッスン 11戦3勝 賞金 32，900，000円
〔制裁〕 キングサーガ号の騎手菅原明良は，2コーナーでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダルムシュタット号



03081 2月19日 曇 良 （4東京1） 第7日 第9競走 ��
��2，000�フ リ ー ジ ア 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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

11 ジャスティンスカイ 牡3鹿 56 横山 武史三木 正浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 534＋222：01．2 2．1�
88 エイカイマッケンロ 牡3鹿 56 菅原 明良二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 488± 02：01．31 3．7�
66 ナニハサテオキ 牡3鹿 56 M．デムーロ �キャピタル・システム 村山 明 日高 株式会社

目黒牧場 474－ 82：01．83 13．4�
89 フジマサフリーダム 牡3芦 56 田辺 裕信藤原 正一氏 菊川 正達 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 8 〃 クビ 3．9�
33 トーセンクライスト 牡3栗 56 丸田 恭介島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 514± 02：02．11� 13．3	
77 アンビション 牡3鹿 56 丸山 元気近藤 英子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 546＋ 62：02．3� 36．6

22 トーセンシュシュ 牝3鹿 54 大野 拓弥島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 490± 0 〃 クビ 16．4�
44 ガルブグリーン 牝3黒鹿54 横山 琉人斎藤 光政氏 相沢 郁 日高 本間牧場 442－ 82：02．72� 65．9�
55 マイネルアルザス 牡3鹿 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 466＋ 42：03．44 120．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 49，671，400円 複勝： 60，565，400円 枠連： 16，934，200円
馬連： 73，694，600円 馬単： 41，809，900円 ワイド： 54，882，700円
3連複： 100，553，800円 3連単： 208，573，100円 計： 606，685，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 170円 枠 連（1－8） 180円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 200円 �� 520円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 3，590円

票 数

単勝票数 計 496714 的中 � 188906（1番人気）
複勝票数 計 605654 的中 � 223663（1番人気）� 98617（3番人気）� 59945（4番人気）
枠連票数 計 169342 的中 （1－8） 69358（1番人気）
馬連票数 計 736946 的中 �� 135756（1番人気）
馬単票数 計 418099 的中 �� 53374（1番人気）
ワイド票数 計 548827 的中 �� 86286（1番人気）�� 23971（6番人気）�� 23415（7番人気）
3連複票数 計1005538 的中 ��� 53064（3番人気）
3連単票数 計2085731 的中 ��� 42005（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．5―37．9―50．1―1：02．3―1：14．7―1：26．7―1：37．9―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャスティンスカイ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Numerous デビュー 2021．8．1 函館2着

2019．1．19生 牡3鹿 母 リアリサトリス 母母 Riziere 3戦2勝 賞金 18，417，000円

03082 2月19日 曇 稍重 （4東京1） 第7日 第10競走 ��
��2，100�

きんてい

金蹄ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：06．7
2：05．9

良
良

35 バイシュラバナ �5栗 57 M．デムーロ草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 476± 02：10．6 4．0�
11 レッドソルダード �4黒鹿56 団野 大成 �東京ホースレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 ハナ 13．4�
47 ストロングライン 牡6芦 57 三浦 皇成�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 500－102：11．02	 15．6�
816
 コパノリッチマン 牡5栃栗57 丸田 恭介小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 512＋ 2 〃 クビ 76．6�
12 ダノンラスター �6鹿 57 石橋 脩�ダノックス 堀 宣行 千歳 社台ファーム B474＋ 22：11．31	 4．4	
611 ヴィアメント �5栗 57 横山 武史 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B488－ 8 〃 アタマ 5．1

713 ホウオウエーデル 牡6鹿 57 内田 博幸小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 82：12．25 5．5�
24 ギガバッケン �7鹿 57 宮崎 北斗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド B554＋10 〃 クビ 109．0�
59 モンテグロッソ 牡7青鹿57 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B512＋ 42：12．3アタマ 47．2
612 ペ ガ サ ス 牡6青鹿57 津村 明秀中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 B466＋202：12．4	 14．5�
48 テトラルキア �7鹿 57 大野 拓弥吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 494－ 42：12．5� 12．6�
815 モ ル タ ル 牡5芦 57 石川裕紀人阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 480＋ 62：12．6� 64．3�
23 ロ ジ テ ィ ナ 牡7黒鹿57 菅原 明良久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 542－ 4 〃 アタマ 183．1�
36 アイファーキングズ 牡6黒鹿57 丸山 元気中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 508＋102：12．7	 47．9�
714 スーパーフェイバー 牡4黒鹿56 坂井 瑠星�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 22：13．01� 47．3�
510 ラストヌードル 牡6鹿 57 岡田 祥嗣増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 514＋ 6 （競走中止） 85．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，320，900円 複勝： 107，032，400円 枠連： 34，339，300円
馬連： 167，402，200円 馬単： 58，679，000円 ワイド： 126，444，200円
3連複： 259，947，000円 3連単： 257，445，000円 計： 1，081，610，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 420円 � 440円 枠 連（1－3） 650円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，150円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 15，050円 3 連 単 ��� 57，180円

票 数

単勝票数 計 703209 的中 � 139089（1番人気）
複勝票数 計1070324 的中 � 201771（1番人気）� 58353（7番人気）� 54561（8番人気）
枠連票数 計 343393 的中 （1－3） 40636（1番人気）
馬連票数 計1674022 的中 �� 40945（11番人気）
馬単票数 計 586790 的中 �� 8288（20番人気）
ワイド票数 計1264442 的中 �� 22354（16番人気）�� 28862（11番人気）�� 8532（28番人気）
3連複票数 計2599470 的中 ��� 12951（41番人気）
3連単票数 計2574450 的中 ��� 3264（178番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―12．3―12．1―12．2―13．2―13．2―12．6―11．9―11．9―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．7―31．0―43．1―55．3―1：08．5―1：21．7―1：34．3―1：46．2―1：58．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

バイシュラバナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．10．26 東京4着

2017．4．17生 �5栗 母 スティールパス 母母 ロイヤルペルラ 14戦4勝 賞金 67，523，000円
〔競走中止〕 ラストヌードル号は，競走中に疾病〔右第1指節種子骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ギガバッケン号の騎手宮崎北斗は，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：3番・12

番）
※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 ダッチマン号・ワンダーエカルテ号



03083 2月19日 曇 良 （4東京1） 第7日 第11競走 ��
��3，400�第72回ダイヤモンドステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，3．2．20以降4．2．13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 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
3：29．4
3：29．4

良
良

69 テーオーロイヤル 牡4鹿 54 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 456± 03：30．1 4．0�
814 ランフォザローゼス �6鹿 54 田中 勝春窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502＋ 63：30．52� 57．5�
46 トーセンカンビーナ 牡6鹿 55 石川裕紀人島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476＋ 23：30．6� 12．6�
33 ヴ ァ ル コ ス 牡5鹿 54 三浦 皇成佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518＋ 8 〃 クビ 12．9�
57 ヴェローチェオロ 牡4栗 54 戸崎 圭太大野 剛嗣氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 484＋ 43：30．7	 4．8�
45 カレンルシェルブル 牡4鹿 53 横山 和生鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 500＋ 23：31．01	 15．7	
22 セントレオナード 牡6鹿 53 丸山 元気 
社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 480－ 23：31．21 95．8�
11 グレンガリー �7鹿 54 大野 拓弥吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 450＋123：31．41
 91．9�
610 レクセランス 牡5鹿 55 横山 武史 
シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 488－ 6 〃 クビ 3．7
34 アドマイヤアルバ �7鹿 53 団野 大成近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B480＋ 43：31．5クビ 80．6�
58 アンティシペイト 牡5鹿 55 田辺 裕信�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 512－ 23：31．92� 11．5�
813 ゴ ー ス ト �6芦 54 北村 宏司西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 492＋ 23：32．11
 18．8�
712 メロディーレーン 牝6鹿 52 菅原 明良岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 346－ 63：32．2クビ 15．4�
711 カウディーリョ 牡6黒鹿56 M．デムーロ 
キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 アタマ 18．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 204，788，400円 複勝： 255，300，800円 枠連： 103，208，800円
馬連： 532，597，100円 馬単： 172，937，000円 ワイド： 408，213，100円
3連複： 982，602，800円 3連単： 989，356，900円 計： 3，649，004，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 1，270円 � 320円 枠 連（6－8） 1，660円

馬 連 �� 16，670円 馬 単 �� 23，130円

ワ イ ド �� 5，730円 �� 890円 �� 11，810円

3 連 複 ��� 73，340円 3 連 単 ��� 317，940円

票 数

単勝票数 計2047884 的中 � 407385（2番人気）
複勝票数 計2553008 的中 � 433449（2番人気）� 41802（11番人気）� 205516（4番人気）
枠連票数 計1032088 的中 （6－8） 48066（7番人気）
馬連票数 計5325971 的中 �� 24747（45番人気）
馬単票数 計1729370 的中 �� 5606（78番人気）
ワイド票数 計4082131 的中 �� 17946（51番人気）�� 124793（7番人気）�� 8653（71番人気）
3連複票数 計9826028 的中 ��� 10048（166番人気）
3連単票数 計9893569 的中 ��� 2256（764番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．4―12．5―12．0―12．1―12．4―13．1―13．0―12．7―12．7―12．6―12．2―12．2―11．4―11．9
―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．7―37．1―49．6―1：01．6―1：13．7―1：26．1―1：39．2―1：52．2―2：04．9―2：17．6―2：30．2

2，600� 2，800� 3，000� 3，200�
―2：42．4―2：54．6―3：06．0―3：17．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーロイヤル �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．12．19 阪神3着

2018．3．6生 牡4鹿 母 メイショウオウヒ 母母 アルペンローズ 9戦5勝 賞金 100，522，000円

03084 2月19日 曇 良 （4東京1） 第7日 第12競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （芝・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上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
1：44．2
1：43．8

良
良

612 キタノインパクト 牡6鹿 57 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 500－ 41：47．2 6．3�
510 ボ ー デ ン 牡4鹿 56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 アタマ 2．1�
714 アンダープロット 牡4黒鹿56 石川裕紀人 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 ハナ 5．3�
815� ドンナセレーノ 牝4鹿 54 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko

Racing Co. Ltd B422± 01：47．41� 12．8�
59 アステロイドベルト 	5鹿 57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B482± 0 〃 ハナ 9．9	
24 ハーランズハーツ 牡5黒鹿57 菅原 明良林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 436－ 2 〃 ハナ 7．9

47 ダノンターキッシュ 牡4鹿 56 石橋 脩�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 448－ 41：47．5
 17．0�
48 アラビアンナイト 牝4青鹿54 丸山 元気 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 444＋ 21：47．6クビ 34．7�
35 シャドウセッション 	6鹿 57 三浦 皇成飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 522± 01：47．7
 146．9
23 � プ ロ ー ス 牡6栗 57 野中悠太郎髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B522± 01：47．91
 79．1�
713 フローズンスタイル 牝5黒鹿55 団野 大成吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 452＋ 8 〃 ハナ 86．6�
12 エメラルスター 牡8黒鹿 57

54 ▲横山 琉人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 460± 01：48．32
 303．5�
11 ニシノアジャスト 牡4青鹿56 大野 拓弥西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B538－10 〃 クビ 121．1�
816 ニシノオイカゼ 牡4黒鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 472＋121：49．04 103．1�
36 マ ル ス 牡4青鹿 56

55 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 田中 清隆 新冠 石郷岡 五月 448± 01：49．85 265．6�
（15頭）

611 アルディエンテ 牡5青 57 北村 宏司�G1レーシング 古賀 慎明 安平 追分ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 114，735，700円 複勝： 156，136，300円 枠連： 41，138，400円
馬連： 211，389，300円 馬単： 87，596，000円 ワイド： 183，950，300円
3連複： 321，748，800円 3連単： 393，860，400円 計： 1，510，555，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 170円 � 120円 � 170円 枠 連（5－6） 580円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 290円 �� 630円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 差引計1147357（返還計 184） 的中 � 145420（3番人気）
複勝票数 差引計1561363（返還計 257） 的中 � 213478（2番人気）� 419147（1番人気）� 199403（3番人気）
枠連票数 差引計 411384（返還計 19） 的中 （5－6） 54840（2番人気）
馬連票数 差引計2113893（返還計 1316） 的中 �� 236724（2番人気）
馬単票数 差引計 875960（返還計 510） 的中 �� 37052（6番人気）
ワイド票数 差引計1839503（返還計 1070） 的中 �� 173228（1番人気）�� 66367（8番人気）�� 164697（2番人気）
3連複票数 差引計3217488（返還計 4129） 的中 ��� 205388（1番人気）
3連単票数 差引計3938604（返還計 5849） 的中 ��� 39024（15番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．9―12．4―12．5―12．1―11．3―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．8―35．7―48．1―1：00．6―1：12．7―1：24．0―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

キタノインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．7 東京4着

2016．1．12生 牡6鹿 母 ボンバルリーナ 母母 レッドキャット 14戦3勝 賞金 60，362，000円
〔出走取消〕 アルディエンテ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 アンダープロット号の騎手石川裕紀人は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：15番・10

番・8番）



（4東京1）第7日 2月19日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 182頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

258，510，000円
3，020，000円
31，700，000円
1，520，000円
33，500，000円
81，841，000円
5，243，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
782，183，100円
1，164，832，200円
321，293，400円
1，540，461，800円
609，594，200円
1，297，402，400円
2，536，095，700円
2，788，474，700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 11，040，337，500円

総入場人員 10，070名 （有料入場人員 9，836名）
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