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03025 2月4日 晴 良 （5東京1） 第3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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

816 マイクロモザイク 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 木村 哲也 新ひだか 山際セントラルスタッド 446－ 21：27．6 3．2�
24 ド ナ ル ビ ー 牝3黒鹿54 木幡 巧也小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 岩見牧場 444± 01：27．91� 19．0�
612 ダズリングスカイ 牝3鹿 54 横山 武史 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 木下牧場 474＋ 21：28．21� 13．4�
611 リトルウインディー 牝3鹿 54 三浦 皇成宮田 守氏 稲垣 幸雄 新ひだか 本桐牧場 486＋ 41：28．41 2．9�
47 ソ レ ア 牝3鹿 54 武藤 雅 �キャロットファーム 和田正一郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 406－12 〃 クビ 35．7	
714 フジブルーダイヤ 牝3鹿 54 石川裕紀人�フジレーシング 尾形 和幸 新ひだか 佐竹 学 454± 01：28．5クビ 32．0

59 オーグメントコード 牝3芦 54 戸崎 圭太 �社台レースホース鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 462＋12 〃 ハナ 8．5�
35 レ ア マ カ ナ 牝3鹿 54 内田 博幸 �ローレルレーシング 辻 哲英 新冠 ハシモトフアーム 444－ 2 〃 クビ 54．9�
12 アンナプルナ 牝3鹿 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 高昭牧場 446＋ 21：28．6� 27．8
510 ス ペ ロ 牝3栗 54 田辺 裕信 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 浦河 グラストレーニ
ングセンター 448－121：28．81 7．9�

11 ラディーヴァ 牝3芦 54 菊沢 一樹小林竜太郎氏 武市 康男 新ひだか へいはた牧場 450－ 61：29．12 345．2�
23 ゲ ラ ウ ィ ン 牝3鹿 54

52 △横山 琉人大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 486＋221：29．41� 10．3�
815 ソッケルカーカ 牝3青鹿 54

51 ▲西塚 洸二�ミルファーム 大江原 哲 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 468＋10 〃 ハナ 441．8�

713 ティアップソード 牝3青鹿 54
52 △山田 敬士田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 482－ 8 〃 クビ 209．8�

48 ジョイトゥザラブ 牝3栗 54 菅原 明良�ノースヒルズ 西田雄一郎 新ひだか 土居牧場 406＋201：30．35 220．0�
36 ツキミズヒカリ 牝3栗 54

52 △小林 脩斗 KRジャパン 小野 次郎 浦河 桑田フアーム 422＋ 81：30．61� 411．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，028，200円 複勝： 57，014，100円 枠連： 14，641，600円
馬連： 69，743，400円 馬単： 28，081，800円 ワイド： 71，384，900円
3連複： 115，071，200円 3連単： 114，947，800円 計： 513，913，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 350円 � 280円 枠 連（2－8） 1，040円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 890円 �� 920円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 7，640円 3 連 単 ��� 30，410円

票 数

単勝票数 計 430282 的中 � 107123（2番人気）
複勝票数 計 570141 的中 � 117245（2番人気）� 36017（7番人気）� 47930（4番人気）
枠連票数 計 146416 的中 （2－8） 10891（5番人気）
馬連票数 計 697434 的中 �� 22524（10番人気）
馬単票数 計 280818 的中 �� 5981（13番人気）
ワイド票数 計 713849 的中 �� 20844（9番人気）�� 20047（10番人気）�� 12475（18番人気）
3連複票数 計1150712 的中 ��� 11294（27番人気）
3連単票数 計1149478 的中 ��� 2740（93番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．8―13．1―12．7―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．8―49．9―1：02．6―1：14．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイクロモザイク �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．10．29 東京4着

2020．1．12生 牝3鹿 母 ナイスクオリア 母母 エアクリスティーナ 3戦1勝 賞金 7，380，000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 ドライカプチーノ号

03026 2月4日 晴 良 （5東京1） 第3日 第2競走 1，300�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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

816 ドラゴングライダー 牡3栗 56 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 有限会社 大
作ステーブル 508＋ 41：21．5 8．0�

714 ダイシンカタナ 牡3鹿 56 松岡 正海大八木信行氏 戸田 博文 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 446＋ 21：21．61 13．3�

24 マーゴットバモス 牡3黒鹿56 丸田 恭介前田 良平氏 伊坂 重信 新ひだか 三石川上牧場 494± 01：21．7アタマ 35．6�
612 ゼンリョクダンス 牝3黒鹿54 横山 武史内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 日高 若林 順一 438± 0 〃 ハナ 13．2�
510 ジ ュ レ ー ヴ 牡3栗 56 三浦 皇成中村 祐子氏 堀内 岳志 日高 山田 政宏 438＋14 〃 ハナ 58．8�
611 デトネイター 牝3鹿 54 菅原 明良中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 三村 卓也 B472－ 41：21．91� 38．0�
47 キョウエイカンフ 牡3鹿 56 横山 和生田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか 幌村牧場 494－101：22．1� 1．6	
48 オ コ ジ ュ 牝3鹿 54 岩部 純二
ミルファーム 中野 栄治 日高 荒井ファーム 452＋ 2 〃 クビ 16．7�
23 ゴールデンレディー 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二山本 茂氏 鈴木 伸尋 新ひだか 沖田 忠幸 398＋ 21：22．31� 42．8�
815 ロ ー ズ ミ カ 牝3栗 54 杉原 誠人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 428－ 61：22．72� 176．0
713 キークラシック 牡3鹿 56 木幡 巧也北前孔一郎氏 黒岩 陽一 新冠 守矢牧場 440 ―1：22．8� 219．3�
36 シャトーボビー 牡3青鹿56 田辺 裕信德増 栄治氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 470± 01：22．91 5．5�
11 ピーチコーラル 牝3黒鹿 54

52 △横山 琉人�前田ファーム 辻 哲英 新ひだか 前田ファーム 410＋ 2 〃 クビ 168．8�
35 ペイシャアップ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 高橋フアーム 438＋ 41：23．0� 212．0�
12 チーフインザスカイ 牡3栗 56

54 △小林 脩斗阿部 善武氏 大和田 成 新冠 堤 牧場 428－ 61：23．1クビ 189．6�
59 ストロベリーツー 牡3黒鹿56 武士沢友治ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 456＋ 81：23．2� 671．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，919，200円 複勝： 101，648，000円 枠連： 12，568，900円
馬連： 56，374，700円 馬単： 29，849，100円 ワイド： 64，453，200円
3連複： 94，138，900円 3連単： 111，490，700円 計： 513，442，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 490円 � 480円 � 930円 枠 連（7－8） 4，570円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 12，910円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 2，210円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 21，680円 3 連 単 ��� 137，460円

票 数

単勝票数 計 429192 的中 � 42583（3番人気）
複勝票数 計1016480 的中 � 56232（5番人気）� 57231（4番人気）� 27255（7番人気）
枠連票数 計 125689 的中 （7－8） 2131（14番人気）
馬連票数 計 563747 的中 �� 8534（14番人気）
馬単票数 計 298491 的中 �� 1733（32番人気）
ワイド票数 計 644532 的中 �� 13082（14番人気）�� 7438（22番人気）�� 8900（20番人気）
3連複票数 計 941389 的中 ��� 3256（54番人気）
3連単票数 計1114907 的中 ��� 588（306番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．8―13．4―12．3―12．1―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．5―31．3―44．7―57．0―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F36．8
3 12，8－15（6，16）（5，4，10）（2，9，11，14）（1，7）－3，13 4 ・（12，14）8（15，16）（6，10）（4，11）（5，9）2，7（1，13）－3

勝馬の
紹 介

ドラゴングライダー �
�
父 California Chrome �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2022．12．10 中山9着

2020．2．27生 牡3栗 母 ラウブレック 母母 Tawaaded 3戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 ゼンリョクダンス号の騎手横山武史は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・6番）

ダイシンカタナ号の騎手松岡正海は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）

第１回 東京競馬 第３日



03027 2月4日 晴 良 （5東京1） 第3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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．3

重
良

510 スイッチオン 牡3栗 56 石橋 脩須山 悟至氏 小手川 準 浦河 浦河育成牧場 482± 01：39．5 17．6�
48 フォードテソーロ 牡3鹿 56 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 沖田牧場 478＋ 41：39．81� 4．6�
815 エプルシャージュ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 630＋ 41：39．9クビ 4．9�
714 フクチャンビーナス 牝3栗 54 C．ルメール 福田 義明氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 クビ 3．2�
36 ゴ ン ド ワ ナ 牡3青鹿56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 484－ 21：40．32� 20．2	
816 マンダリンボレロ 牡3栗 56 松岡 正海田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 白瀬 盛雄 514＋201：40．4� 11．0

59 ショウナンアビアス 牡3黒鹿56 横山 武史国本 哲秀氏 尾関 知人 新ひだか 西村牧場 460－ 81：40．5クビ 5．4�
611 グ ラ シ ア ス 牡3鹿 56 大野 拓弥瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 432＋ 21：40．6� 112．0
12 クールトラッカー 牡3鹿 56 横山 和生寺田 寿男氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 518＋181：40．81� 51．8�
35 ハクシンジャベリン 牡3栗 56

54 △山田 敬士新井原 博氏 松山 将樹 日高 門別 敏朗 468－ 21：40．9� 613．8�
612 シャンディエン 牡3鹿 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 508＋221：41．43 24．3�
47 ア ク ラ シ ア 牡3黒鹿56 嶋田 純次�ミルファーム 高橋 文雅 浦河 ミルファーム 496＋10 〃 ハナ 387．8�
23 トウショウリッジ 牡3栗 56 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 494＋ 41：41．71� 22．0�
713 バンブトンプロ 牡3鹿 56 武士沢友治樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 478＋141：42．12� 54．9�
24 レイナバレンティア 牝3黒鹿 54

52 △小林 脩斗 KRジャパン 小野 次郎 新ひだか 北洋牧場 424－101：42．63 290．2�
11 ケ レ ス 牝3黒鹿 54

52 △横山 琉人畑佐 博氏 相沢 郁 新冠 細川農場 438－ 21：44．7大差 373．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，025，600円 複勝： 75，367，500円 枠連： 14，573，000円
馬連： 77，848，800円 馬単： 29，802，500円 ワイド： 79，311，300円
3連複： 117，387，300円 3連単： 112，384，100円 計： 558，700，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 320円 � 150円 � 190円 枠 連（4－5） 830円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 6，890円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，240円 �� 570円

3 連 複 ��� 6，270円 3 連 単 ��� 54，100円

票 数

単勝票数 計 520256 的中 � 23584（6番人気）
複勝票数 計 753675 的中 � 48323（6番人気）� 155937（1番人気）� 106491（3番人気）
枠連票数 計 145730 的中 （4－5） 13568（4番人気）
馬連票数 計 778488 的中 �� 24775（8番人気）
馬単票数 計 298025 的中 �� 3241（25番人気）
ワイド票数 計 793113 的中 �� 26879（7番人気）�� 15775（16番人気）�� 36937（4番人気）
3連複票数 計1173873 的中 ��� 14026（20番人気）
3連単票数 計1123841 的中 ��� 1506（201番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―35．1―48．0―1：01．5―1：14．3―1：26．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F38．0
3 3，6，8（9，15）（11，14）（1，16）（7，10）（2，5）13（4，12） 4 ・（3，6）8（9，15）（11，14）16（1，7，10）（2，5，13）12，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スイッチオン �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．7．31 札幌5着

2020．4．12生 牡3栗 母 ケイアイミサイル 母母 サラトガワールド 5戦1勝 賞金 9，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月4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） 5頭 エイジアンスター号・オールアルミュール号・カールポメロ号・デザイアーフェーム号・ラフト号

03028 2月4日 晴 良 （5東京1） 第3日 第4競走 1，400�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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

44 ニフェーデービル 牡3鹿 56 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 478± 01：26．0 12．3�
33 ス ク ー バ ー 牡3栗 56 戸崎 圭太�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 492＋ 81：26．42� 1．5�
55 マジックタッチ 牡3鹿 56 内田 博幸藤本 栄史氏 加藤士津八 浦河 宮内牧場 532＋ 6 〃 クビ 52．8�
78 ミルトハンター 牡3鹿 56 石橋 脩永山 勝敏氏 中竹 和也 新冠 小泉牧場 470－ 41：26．5クビ 7．6�
66 インザストーン 牡3鹿 56 菅原 明良グリーンスウォード小笠 倫弘 新冠 中山 高鹿康 472＋ 4 〃 クビ 4．7	
811 ノーブルヴィクター 牡3栗 56 武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 登別 ユートピア牧場 456＋ 61：26．81� 70．5

22 テンコマンドゥール 牡3鹿 56 三浦 皇成天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 486＋16 〃 クビ 40．5�
810 トロピカルヒーロー 牡3鹿 56

54 △小林 脩斗田頭 勇貴氏 武藤 善則 日高 奥山牧場 496＋ 8 〃 ハナ 22．2�
11 サニーサフラン 牡3鹿 56 石川裕紀人海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 498＋ 21：26．9� 15．4
67 ビ ル カ ー ル 牡3黒鹿56 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 新冠 サンローゼン 486－ 21：27．0� 163．5�
79 セイウンダマシイ 牡3青 56 大野 拓弥西山 茂行氏 武市 康男 新ひだか タツヤファーム 472－ 41：27．31� 115．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，479，200円 複勝： 189，689，500円 枠連： 10，234，200円
馬連： 65，022，100円 馬単： 38，573，600円 ワイド： 74，317，000円
3連複： 106，279，100円 3連単： 179，243，500円 計： 712，838，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 220円 � 110円 � 650円 枠 連（3－4） 600円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 320円 �� 3，070円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 30，470円

票 数

単勝票数 計 494792 的中 � 32123（4番人気）
複勝票数 計1896895 的中 � 69010（4番人気）� 1423010（1番人気）� 18077（9番人気）
枠連票数 計 102342 的中 （3－4） 13103（3番人気）
馬連票数 計 650221 的中 �� 84327（3番人気）
馬単票数 計 385736 的中 �� 13521（8番人気）
ワイド票数 計 743170 的中 �� 68801（3番人気）�� 5591（28番人気）�� 20480（10番人気）
3連複票数 計1062791 的中 ��� 18380（16番人気）
3連単票数 計1792435 的中 ��� 4264（93番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．3―12．8―12．4―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．3―36．6―49．4―1：01．8―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニフェーデービル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2022．7．23 福島6着

2020．3．13生 牡3鹿 母 チュラカーギー 母母 キッズスター 4戦2勝 賞金 13，000，000円
〔制裁〕 ミルトハンター号の騎手石橋脩は，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：11番）

追 加 記 事（第 1回東京競馬第 1日第 1競走）
〔その他〕　　マルティネーテ号は，競走中に疾病〔左第３手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



03029 2月4日 晴 良 （5東京1） 第3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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

714 サトノトルネード 牡3黒鹿56 C．ルメール 里見 治氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514＋102：25．9 2．7�
816 トロピカルライト 牝3黒鹿54 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 466＋ 22：26．0� 20．6�
48 サロンドブラック 牡3黒鹿56 菅原 明良辻子 依旦氏 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 500－ 22：26．21� 6．1�
35 サングラデーション 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 418 ―2：26．62� 20．3�
24 オセアジャーディン 牡3芦 56

54 △横山 琉人 XIAOジャパン 菊川 正達 青森 諏訪牧場 504－ 8 〃 クビ 91．2�
12 シーズオブホープ 牡3鹿 56 木幡 巧也	トップフェロウ武市 康男 新ひだか 千代田牧場 480－ 4 〃 アタマ 23．8

23 サンマルグレイト 牡3鹿 56 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 440－ 4 〃 アタマ 332．3�
36 キラメクホシ 牡3芦 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 448－102：26．81� 17．2�
11 アサクサアダム 牡3黒鹿56 吉田 豊櫻井 素子氏 戸田 博文 新ひだか 岡田スタツド 482－ 62：26．9� 28．3
715 ウインアイオライト 牝3青 54 松岡 正海	ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 444－ 62：27．0� 5．3�
713 マツリダパーチェ 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二髙橋 文枝氏 水野 貴広 新ひだか チャンピオンズファーム 428＋ 22：27．53 250．3�
510 ホウオウアルマン 牡3栗 56 三浦 皇成小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 日高 戸川牧場 468－ 62：27．6� 14．2�
612 サ ヴ ィ ト リ 牝3栗 54 北村 宏司 �シルクレーシング 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540－ 22：28．34 75．1�
818 スターグロウ 牝3青鹿54 戸崎 圭太ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436＋ 82：28．4� 7．6�
817 リネンデイジー 牝3栗 54 菊沢 一樹戸山 昌彦氏 粕谷 昌央 日高 沖田牧場 464＋ 62：28．93 465．4�
59 ト ロ ピ コ 牡3黒鹿56 柴田 善臣前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 木村牧場 474－ 42：29．11 75．5�
47 ヤマニンアルマーレ 牝3黒鹿54 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 432－ 42：29．73� 544．5�
611 グロッターリエ 牡3鹿 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 520 ―2：30．76 17．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，051，500円 複勝： 73，333，000円 枠連： 20，698，000円
馬連： 75，266，200円 馬単： 29，523，200円 ワイド： 88，763，800円
3連複： 128，753，000円 3連単： 121，231，900円 計： 591，620，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 410円 � 230円 枠 連（7－8） 510円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 940円 �� 520円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 5，970円 3 連 単 ��� 27，700円

票 数

単勝票数 計 540515 的中 � 155597（1番人気）
複勝票数 計 733330 的中 � 144643（1番人気）� 37138（7番人気）� 81554（4番人気）
枠連票数 計 206980 的中 （7－8） 31012（1番人気）
馬連票数 計 752662 的中 �� 19099（10番人気）
馬単票数 計 295232 的中 �� 5110（13番人気）
ワイド票数 計 887638 的中 �� 23726（8番人気）�� 46251（3番人気）�� 17895（14番人気）
3連複票数 計1287530 的中 ��� 16157（15番人気）
3連単票数 計1212319 的中 ��� 3172（56番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．6―12．5―12．3―12．4―12．6―12．2―12．2―11．4―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．7―36．3―48．8―1：01．1―1：13．5―1：26．1―1：38．3―1：50．5―2：01．9―2：13．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．4
1
3

8，15（13，18）14（7，16）（3，4，9）－2－1，17，6－（10，12）11，5
8，15（13，14，18）（7，16，9）（3，4，2）（1，17）12（6，10）5＝11

2
4

8，15（13，18）14，9（7，16）－（3，4，2）－1－17（6，12）（10，11，5）
8，15，13（14，18）（16，9）（7，4，2）3（1，17）（6，12）10，5＝11

勝馬の
紹 介

サトノトルネード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Tiznow デビュー 2022．10．9 東京6着

2020．4．2生 牡3黒鹿 母 タイタンクイーン 母母 Ensnare 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 サンマルグレイト号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

03030 2月4日 晴 良 （5東京1） 第3日 第6競走 ��1，800�3歳新馬
発走13時05分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，200，000円 2，500，000円 1，600，000円 930，000円 620，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．8

良
良

11 ラ ッ ジ オ 牝3鹿 54 菅原 明良�G1レーシング 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472 ―1：49．1 12．2�

48 フレーヴァード 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 448 ―1：49．31� 2．9�
12 バロンゾラーレ 牝3鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 480 ―1：49．51� 7．5�
36 � ルージュナディア 牝3鹿 54 横山 和生 �東京ホースレーシング 国枝 栄 英 Mr John

Gunther 438 ―1：49．71� 5．9�
713 ウィステリアリヴァ 牡3鹿 56 吉田 豊ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 502 ―1：50．02 63．9	
59 ダノンジュリアス 牡3鹿 56 石橋 脩�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452 ―1：50．31� 3．3

23 ジャスミンフリッグ 牝3黒鹿54 三浦 皇成眞保榮 稔氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 446 ― 〃 ハナ 43．5�
816 コルテローザ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 上原 博之 新ひだか 株式会社 ア

フリートファーム 486 ―1：50．51� 169．9�
714 シャインソテツ 	3芦 56 武藤 雅皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 480 ―1：50．71� 41．9
611 バルフォアテソーロ 牡3黒鹿56 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 高橋 修 482 ―1：50．8� 122．0�
510 ガイアメモリ 牝3鹿 54 松岡 正海 �コスモヴューファーム 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446 ― 〃 ハナ 159．8�
815 レインボーティアラ 牝3鹿 54 杉原 誠人吉田 勝己氏 辻 哲英 安平 ノーザンファーム 434 ―1：51．11� 63．2�
24 ミスターマイセルフ 牡3黒鹿56 菊沢 一樹堀口 晴男氏 小手川 準 日高 日西牧場 456 ― 〃 ハナ 26．5�
35 オウケンデューク 牡3黒鹿56 丸田 恭介福井 明氏 土田 稔 浦河 辻 牧場 444 ― 〃 クビ 81．5�
47 メタルクラフト 牡3芦 56 大野 拓弥犬塚悠治郎氏 田中 博康 新ひだか 静内白井牧場 458 ― 〃 クビ 11．5�
612 ミヤビエポレット 牡3鹿 56 木幡 育也村上 義勝氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 522 ―1：51．63 214．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，808，000円 複勝： 55，841，400円 枠連： 18，147，400円
馬連： 66，960，100円 馬単： 29，957，000円 ワイド： 62，936，900円
3連複： 99，960，100円 3連単： 112，992，100円 計： 499，603，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 340円 � 160円 � 220円 枠 連（1－4） 540円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，150円 �� 450円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 27，670円

票 数

単勝票数 計 528080 的中 � 34458（6番人気）
複勝票数 計 558414 的中 � 34793（6番人気）� 110551（2番人気）� 62513（4番人気）
枠連票数 計 181474 的中 （1－4） 25794（2番人気）
馬連票数 計 669601 的中 �� 27531（8番人気）
馬単票数 計 299570 的中 �� 4538（19番人気）
ワイド票数 計 629369 的中 �� 19507（9番人気）�� 13411（14番人気）�� 38474（3番人気）
3連複票数 計 999601 的中 ��� 19723（11番人気）
3連単票数 計1129921 的中 ��� 2960（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．0―49．7―1：02．8―1：15．3―1：26．7―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

ラ ッ ジ オ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2020．1．29生 牝3鹿 母 イリュミナンス 母母 ス キ ッ フ ル 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 ガイアメモリ号の騎手松岡正海は，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：11番・4番）



03031 2月4日 晴 良 （5東京1） 第3日 第7競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時35分 （芝・左）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

610 カーペンタリア 牝4鹿 56 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 494－ 41：33．4 3．3�
814 ホウオウプレミア 牡4芦 58 内田 博幸小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 480－ 41：33．5クビ 2．1�
47 ユヌエトワール 牝6黒鹿56 石川裕紀人 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 432＋ 61：33．82 102．3�
46 モンタナアゲート 牡4黒鹿58 三浦 皇成吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 568＋26 〃 ハナ 15．2�
611� アルファウェーブ �6栗 58 杉原 誠人吉田 勝己氏 辻 哲英 愛 Athassel House

Stud Ltd B544＋ 6 〃 アタマ 142．3�
59 アップストローク �4黒鹿58 菅原 明良吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 464± 01：33．9アタマ 8．8	
58 グレイスフル 牝4鹿 56 横山 和生近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 478＋22 〃 アタマ 13．6

11 エンブレムコード 牝5青鹿 56

54 △横山 琉人山口功一郎氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 470＋101：34．11� 18．8�
712	 カンパーニャ 牡7栗 58 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 B464－ 21：34．31� 70．6�
35 スクルトゥーラ 牝4鹿 56 横山 武史 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 442＋22 〃 アタマ 13．6
34 ウェストファリア 牝4黒鹿56 田辺 裕信 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 410＋201：34．51� 47．6�
23 	 ジェットグリッター 牝4黒鹿56 菊沢 一樹成富 直行氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 426－191：34．6
 250．6�
22 ラッキークローバー 牝4鹿 56 大野 拓弥 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 438± 0 〃 アタマ 23．5�
815 スリールサンセール 牝4栗 56 石橋 脩�G1レーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：34．7� 237．5�
713 トロワエスポワール 牡5鹿 58

55 ▲西塚 洸二村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464＋ 41：34．8
 264．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 62，940，600円 複勝： 77，416，400円 枠連： 15，805，400円
馬連： 84，711，300円 馬単： 35，393，700円 ワイド： 86，542，100円
3連複： 131，524，500円 3連単： 146，563，700円 計： 640，897，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 110円 � 940円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 220円 �� 5，110円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 6，540円 3 連 単 ��� 36，000円

票 数

単勝票数 計 629406 的中 � 149936（2番人気）
複勝票数 計 774164 的中 � 119110（2番人気）� 295114（1番人気）� 10731（11番人気）
枠連票数 計 158054 的中 （6－8） 31695（1番人気）
馬連票数 計 847113 的中 �� 172497（1番人気）
馬単票数 計 353937 的中 �� 33161（2番人気）
ワイド票数 計 865421 的中 �� 128056（1番人気）�� 3709（43番人気）�� 9996（22番人気）
3連複票数 計1315245 的中 ��� 15065（19番人気）
3連単票数 計1465637 的中 ��� 2951（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．2―47．3―59．4―1：10．7―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．0
3 15（8，14）（2，11，13）（5，6，10）－（1，7）9，3，4，12 4 15（8，14）（2，11，13）（5，6，10）－（1，9）7，4（3，12）

勝馬の
紹 介

カーペンタリア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Fastnet Rock デビュー 2021．11．7 東京3着

2019．5．22生 牝4鹿 母 モ シ ー ン 母母 Sumehra 4戦2勝 賞金 15，000，000円

03032 2月4日 晴 良 （5東京1） 第3日 第8競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・左）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．3

重
良

714 ベストフィーリング 牡4鹿 58 横山 武史馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502± 01：38．2 5．3�
510 ヤマニンクイッカー 牡4青鹿 58

56 △横山 琉人土井 肇氏 田島 俊明 浦河 廣田 光夫 470＋141：38．4� 18．1�
713 ホワイトクロウ �5芦 58 石橋 脩 �キャロットファーム 矢野 英一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B478＋121：38．5� 9．9�
611	 ロードブライト 牡4黒鹿58 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム B524± 01：38．6� 169．4�
47 ミヤビクライ 牡4鹿 58 松岡 正海村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 B484－ 61：38．7� 13．8	
59 タイセイマーベル 牡5栗 58 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム B500－ 41：38．8クビ 3．6

23 サイモンルグラン 牡6鹿 58 菅原 明良澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 500－ 61：38．9� 218．0�
816	 カンパニョーラ 牝4鹿 56 丸田 恭介辻 高史氏 伊坂 重信 日高 有限会社 エ

スティファーム 434－ 21：39．11
 54．8�
612 スペイスフォース 牡4鹿 58 三浦 皇成ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋ 31：39．41� 16．1
35 カフェカルマ 牡4鹿 58 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 530＋ 4 〃 アタマ 2．7�
24 	 エスティメート 牡4栗 58 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 浦河 猿橋 義昭 454－131：39．5� 53．1�
36 ラブロッソー 牝6青鹿56 田中 勝春増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 486± 01：40．03 275．7�
11 	 オリエンタルキング 牡4黒鹿58 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 伊坂 重信 新冠 イワミ牧場 520＋251：40．2� 202．3�
12 コ ウ キ �4栗 58 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 上原 博之 日高 広富牧場 482± 01：40．31 88．0�
815 サトノストロング �4黒鹿58 石川裕紀人里見 治氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 472＋ 21：44．3大差 16．9�
48 	 ヴォルスパシアル 牡4鹿 58

56 △山田 敬士ライオンレースホース� 本間 忍 浦河 高昭牧場 B512＋101：45．47 249．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，943，800円 複勝： 67，966，600円 枠連： 18，373，400円
馬連： 84，785，000円 馬単： 34，738，900円 ワイド： 80，534，800円
3連複： 135，239，500円 3連単： 145，776，800円 計： 618，358，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 240円 � 440円 � 270円 枠 連（5－7） 570円

馬 連 �� 5，820円 馬 単 �� 8，650円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 1，030円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 15，390円 3 連 単 ��� 92，460円

票 数

単勝票数 計 509438 的中 � 75713（3番人気）
複勝票数 計 679666 的中 � 81563（3番人気）� 35841（8番人気）� 67019（4番人気）
枠連票数 計 183734 的中 （5－7） 24657（3番人気）
馬連票数 計 847850 的中 �� 11284（19番人気）
馬単票数 計 347389 的中 �� 3012（34番人気）
ワイド票数 計 805348 的中 �� 10793（22番人気）�� 20613（12番人気）�� 9251（25番人気）
3連複票数 計1352395 的中 ��� 6587（46番人気）
3連単票数 計1457768 的中 ��� 1143（269番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．2―12．5―12．5―12．4―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．9―48．4―1：00．9―1：13．3―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストフィーリング �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Orpen デビュー 2021．11．7 東京2着

2019．1．14生 牡4鹿 母 フィールザレース 母母 Feel The Song 9戦2勝 賞金 20，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノストロング号・ヴォルスパシアル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年

3月4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。
（非抽選馬） 2頭 ジェイエルブリッジ号・フォーチュネイト号



03033 2月4日 晴 良 （5東京1） 第3日 第9競走 ��1，400�
は る な

春 菜 賞
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

78 トーセンローリエ 牝3黒鹿54 横山 和生島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 428－ 21：20．9 2．7�

66 アンタノバラード 牝3鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 426－ 41：21．11� 3．8�
811 トレブランシュ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �YGGホースクラブ 稲垣 幸雄 日高 門別山際牧場 434＋101：21．41� 5．9�
44 メリオルヴィータ 牝3栗 54 石橋 脩�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 476－ 81：21．5� 42．2	
22 エントラップメント 牝3黒鹿54 C．ルメール�OUMA 清水 久詞 浦河 桑田牧場 446＋ 41：21．71� 6．9

67 メインクーン 牝3栗 54 横山 武史�G1レーシング 林 徹 千歳 社台ファーム 430＋ 21：21．81 5．6�
33 シルヴァーゴースト 牝3栗 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 岩戸 孝樹 浦河 中島牧場 444＋121：22．01� 22．0�
810 レッドカメリア 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 加野牧場 436－ 81：22．53 455．2
79 レッツプロミス 牝3青鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 本間 忍 新ひだか 高橋 義浩 416－ 41：22．7� 371．0�
55 ロッソランパンテ 牝3鹿 54 木幡 巧也堀田 浩司氏 杉浦 宏昭 新冠 カミイスタット 460－101：22．8� 204．1�
11 シェーンプリマー 牝3鹿 54 菅原 明良古岡 宏仁氏 黒岩 陽一 日高 木村牧場 462－ 61：23．44 14．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 64，243，000円 複勝： 75，779，600円 枠連： 16，549，700円
馬連： 97，915，200円 馬単： 44，229，700円 ワイド： 82，009，800円
3連複： 135，002，800円 3連単： 200，355，500円 計： 716，085，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 150円 枠 連（6－7） 310円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 200円 �� 240円 �� 350円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，330円

票 数

単勝票数 計 642430 的中 � 183660（1番人気）
複勝票数 計 757796 的中 � 196052（1番人気）� 140506（2番人気）� 108747（4番人気）
枠連票数 計 165497 的中 （6－7） 40489（1番人気）
馬連票数 計 979152 的中 �� 161471（1番人気）
馬単票数 計 442297 的中 �� 38724（1番人気）
ワイド票数 計 820098 的中 �� 114220（1番人気）�� 88065（2番人気）�� 52053（5番人気）
3連複票数 計1350028 的中 ��� 121602（2番人気）
3連単票数 計2003555 的中 ��� 43576（4番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．0―11．6―11．4―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．7―33．7―45．3―56．7―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンローリエ �
�
父 サトノクラウン �

�
母父 メイショウサムソン デビュー 2022．7．9 函館2着

2020．2．9生 牝3黒鹿 母 トーセンナチュラル 母母 ガールズトーク 4戦2勝 賞金 21，045，000円

03034 2月4日 晴 良 （5東京1） 第3日 第10競走 ��1，400�テ レ ビ 山 梨 杯
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス，R4．2．5以降R5．1．29まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

テレビ山梨賞（1着）
賞 品

本 賞 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

55 ファロロジー 牝4鹿 53 戸崎 圭太水上ふじ子氏 高橋 裕 新冠 富本 茂喜 468＋ 81：21．5 38．2�
79 カフェサンドリヨン 牝6芦 54 田辺 裕信西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 502＋ 61：21．6クビ 11．6�
44 � ル ル ロ ー ズ 牝5栗 54 杉原 誠人的場 徹氏 伊藤 大士 浦河 浦河小林牧場 466＋ 2 〃 アタマ 10．1�
810 ブランデーロック 牡4栗 55 柴田 善臣新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 482＋ 61：21．81� 7．9�
22 ジャングルキング 牡5鹿 56 北村 宏司清家 聖仁氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 526＋ 81：21．9� 10．4�
33 サイモンメガライズ 牡5鹿 55 秋山 稔樹澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 498－10 〃 アタマ 193．7�
11 ルージュエクレール 牝4鹿 54 横山 武史 	東京ホースレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 430＋ 61：22．11� 2．8

66 ベッラノーヴァ 牝5鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 426＋ 61：22．2� 3．0�
811 ヤマニンルリュール 牝5鹿 54 三浦 皇成土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 466± 01：22．31 19．5
78 � ジッピーレーサー 	6鹿 55 菅原 明良岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule B476＋ 81：22．4クビ 13．3�
67 ジ ャ ッ ジ 牡6鹿 52 石川裕紀人田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 518＋141：24．7大差 241．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 77，072，300円 複勝： 86，949，600円 枠連： 24，221，700円
馬連： 130，642，200円 馬単： 53，727，400円 ワイド： 100，799，700円
3連複： 185，595，300円 3連単： 247，519，900円 計： 906，528，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，820円 複 勝 � 800円 � 420円 � 300円 枠 連（5－7） 8，300円

馬 連 �� 13，030円 馬 単 �� 34，490円

ワ イ ド �� 3，140円 �� 3，540円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 33，850円 3 連 単 ��� 306，750円

票 数

単勝票数 計 770723 的中 � 16125（9番人気）
複勝票数 計 869496 的中 � 26072（9番人気）� 54758（7番人気）� 82124（4番人気）
枠連票数 計 242217 的中 （5－7） 2260（21番人気）
馬連票数 計1306422 的中 �� 7766（32番人気）
馬単票数 計 537274 的中 �� 1168（69番人気）
ワイド票数 計1007997 的中 �� 8196（31番人気）�� 7238（33番人気）�� 20506（16番人気）
3連複票数 計1855953 的中 ��� 4112（77番人気）
3連単票数 計2475199 的中 ��� 585（515番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．5―36．1―47．4―58．2―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．1
3 4，9（2，3）5，1，6（10，8）（7，11） 4 ・（4，9）（2，3）－5－（1，6）－（10，8）－11，7

勝馬の
紹 介

ファロロジー �
�
父 バトルプラン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．9．25 中山6着

2019．3．26生 牝4鹿 母 ミントシャイン 母母 ナオミシャイン 14戦3勝 賞金 34，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャッジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月4日まで平地競走に出走

できない。



03035 2月4日 晴 良 （5東京1） 第3日 第11競走 ��2，400�
そうしゅん

早春ステークス
発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス，R4．2．5以降R5．1．29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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

68 ク ク ナ 牝5黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 470± 02：25．4 5．2�
811 サ ペ ラ ヴ ィ 牡6鹿 55 石川裕紀人伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 486－ 42：25．5クビ 234．8�
22 チャックネイト 牡5鹿 56 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B492＋ 2 〃 クビ 4．6�
710 アケルナルスター 牡4青鹿55 三浦 皇成永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 470± 02：25．6� 24．0�
79 フィリオアレグロ 牡6鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B508± 02：25．7クビ 19．7	
44 フ ァ ユ エ ン 牝5鹿 53 北村 宏司谷岡 毅氏 勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 470＋ 62：25．91� 24．6

33 アイブランコ 牡6栗 54 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 518＋ 22：26．11� 213．2�
56 サンストックトン 牡4栗 57 横山 武史 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 株式会社 加

藤ステーブル 480＋ 2 〃 クビ 1．7�
55 シルキーヴォイス 牡5栗 55 横山 和生金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 B480＋ 22：26．41� 30．2
812 マイネルコロンブス 牡6鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B476± 02：26．5� 130．8�
11 エドノフェリーチェ 牝6芦 55 戸崎 圭太遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B464± 02：27．45 12．3�
67 メガゴールド 牡5芦 55 菅原 明良合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B522＋ 2 〃 クビ 89．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 153，108，700円 複勝： 265，659，600円 枠連： 54，433，700円
馬連： 285，809，900円 馬単： 139，799，700円 ワイド： 219，750，800円
3連複： 470，194，400円 3連単： 781，929，600円 計： 2，370，686，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 310円 � 5，340円 � 300円 枠 連（6－8） 8，690円

馬 連 �� 46，520円 馬 単 �� 71，860円

ワ イ ド �� 11，210円 �� 470円 �� 7，360円

3 連 複 ��� 64，960円 3 連 単 ��� 492，950円

票 数

単勝票数 計1531087 的中 � 232253（3番人気）
複勝票数 計2656596 的中 � 245036（3番人気）� 10853（12番人気）� 256777（2番人気）
枠連票数 計 544337 的中 （6－8） 4854（19番人気）
馬連票数 計2858099 的中 �� 4761（44番人気）
馬単票数 計1397997 的中 �� 1459（73番人気）
ワイド票数 計2197508 的中 �� 4765（47番人気）�� 131875（4番人気）�� 7275（39番人気）
3連複票数 計4701944 的中 ��� 5428（94番人気）
3連単票数 計7819296 的中 ��� 1150（530番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．3―11．9―11．9―12．4―12．5―12．6―12．5―11．2―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．6―36．9―48．8―1：00．7―1：13．1―1：25．6―1：38．2―1：50．7―2：01．9―2：13．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ク ク ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．8．1 札幌3着

2018．3．31生 牝5黒鹿 母 ク ル ミ ナ ル 母母 ク ル ソ ラ 14戦3勝 賞金 93，653，000円
〔発走状況〕 メガゴールド号は，発走地点で右前肢落鉄。発走時刻2分遅延。

03036 2月4日 晴 良 （5東京1） 第3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，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．3

重
良

59 フ ル オ ー ル 牡4鹿 58 横山 和生林 正道氏 斎藤 誠 日高 藤本ファーム 472＋ 21：37．4 3．0�
12 � マブストーク 牡5鹿 58 木幡 巧也マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 488－ 2 〃 クビ 52．7�
36 エ ル パ ソ 牡4黒鹿58 三浦 皇成�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 476＋121：37．61	 8．3�

11 ララエフォール 牡4鹿 58 菅原 明良フジイ興産� 和田 雄二 平取 清水牧場 494± 0 〃 アタマ 3．4�
（法942）

510 フリーフロー 牡6栗 58 丸田 恭介里見美惠子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 482＋ 21：37．91
 239．5�
48 グリュースゴット �5黒鹿58 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新ひだか へいはた牧場 486－ 61：38．0
 14．5	
714 ヴィクトリオーソ 牡6鹿 58 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 日高 賀張中川牧場 522＋10 〃 同着 85．3

24 フ ク ウ ン 牡5黒鹿 58

56 △横山 琉人西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 470－ 61：38．31
 67．3�
611 マウントベル 牝4栗 56 戸崎 圭太長谷川祐司氏 加藤 征弘 新ひだか チャンピオンズファーム 506＋12 〃 アタマ 7．3�
23 � ウインジョイフル 牡6青鹿58 内田 博幸庄司 修二氏 鈴木慎太郎 新ひだか 松田牧場 502＋121：38．4アタマ 78．4
35 シャーマンズケイブ 牡4鹿 58 横山 武史 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 536＋101：39．35 19．0�
713 トランシルヴァニア �6鹿 58 杉原 誠人 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 508＋101：39．5
 84．4�
612 スーパーホープ 牡5黒鹿58 田辺 裕信青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B510＋ 4 〃 クビ 10．5�
816� ナイトフローリック �5鹿 58 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 米 Woodford

Thoroughbreds 518＋ 61：39．6
 13．4�
47 コロンドール 牡6栗 58 大野 拓弥栗坂 崇氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：39．91
 331．3�
815 イサチルプリンス �5黒鹿58 江田 照男小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 502＋121：40．64 80．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 127，621，900円 複勝： 162，571，400円 枠連： 45，162，600円
馬連： 214，337，300円 馬単： 74，075，100円 ワイド： 209，679，900円
3連複： 335，995，400円 3連単： 359，322，800円 計： 1，528，766，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 550円 � 260円 枠 連（1－5） 680円

馬 連 �� 5，770円 馬 単 �� 7，990円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 510円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 11，810円 3 連 単 ��� 58，720円

票 数

単勝票数 計1276219 的中 � 331224（1番人気）
複勝票数 計1625714 的中 � 296950（2番人気）� 61848（9番人気）� 162189（3番人気）
枠連票数 計 451626 的中 （1－5） 51002（1番人気）
馬連票数 計2143373 的中 �� 28769（21番人気）
馬単票数 計 740751 的中 �� 6946（32番人気）
ワイド票数 計2096799 的中 �� 32208（19番人気）�� 112983（3番人気）�� 20047（31番人気）
3連複票数 計3359954 的中 ��� 21328（38番人気）
3連単票数 計3593228 的中 ��� 4436（195番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．8―47．2―1：00．0―1：12．5―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ル オ ー ル �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．9．25 中山1着

2019．3．5生 牡4鹿 母 ゴールドフォレスト 母母 フォレストキティ 8戦3勝 賞金 32，779，000円



（5東京1）第3日 2月4日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

205，650，000円
8，210，000円
36，020，000円
1，080，000円
26，060，000円
80，610，000円
4，785，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
830，242，000円
1，289，236，700円
265，409，600円
1，309，416，200円
567，751，700円
1，220，484，200円
2，055，141，500円
2，633，758，400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
計 10，171，440，300円

総入場人員 15，814名 （有料入場人員 15，325名）
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