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03049 2月11日 晴 不良 （5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 5，500，000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

12 スーパーリベロ �3栗 56
55 ☆永野 猛蔵星野 �男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450± 01：17．9 3．5�

510 プリンスメーカー 牡3鹿 56
54 △原 優介小原準一郎氏 加藤 和宏 新ひだか 坂本 智広 460＋121：19．17 23．2�

24 プリヴィエレジェ 牡3青鹿56 松山 弘平落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 アラキフアーム 470＋ 21：19．2� 7．6�
612 テイエムスイスイ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 508± 01：19．52 3．4�
11 ドゥラミチャン 牝3栗 54 C．ルメール 阿部 友弘氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 458－ 4 〃 ハナ 10．3�
48 ゴットリープ 牡3青鹿56 横山 武史今村 明浩氏 栗田 徹 日高 沖田牧場 B472＋ 2 〃 アタマ 5．8	
23 キ ュ ベ リ ン 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二武田 浩典氏 嘉藤 貴行 新ひだか 矢野牧場 416－ 21：19．6� 93．2

36 サバイバルシュシュ 牝3芦 54

51 ▲土田 真翔福田 光博氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 402＋ 61：20．13 308．8�
59 ウ ラ ヌ ス 牡3鹿 56 杉原 誠人天堀 忠博氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 476＋221：20．31� 45．7�
35 ヘ ン デ ル 牡3芦 56 内田 博幸 KAJIMOTOホー

ルディングス 和田 勇介 新ひだか 本桐牧場 396＋ 21：20．4� 223．1�
714 シンキングファーザ 牡3栗 56 吉田 豊佐藤 雄司氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 466＋ 41：20．5クビ 65．7�
713 トロルトゥンガ 牡3鹿 56 田辺 裕信ディアレストクラブ 菊川 正達 新ひだか 武 牧場 B500＋ 2 〃 クビ 7．5�
611 レオアトロポス 牝3鹿 54 津村 明秀レオ 牧 光二 浦河 山田 昇史 480＋181：20．92� 139．6�
815 キーオブハート 牝3青鹿54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 432－ 61：21．43 40．5�
816� ラピスパイライト 牝3鹿 54 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 清水 英克 米 Clearsky

Farms 418－ 81：21．82� 52．7�
47 オークリッチ 牡3栗 56

54 △横山 琉人宇田 豊氏 小笠 倫弘 日高 白井牧場 488－ 41：25．6大差 359．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，836，100円 複勝： 56，485，400円 枠連： 13，006，800円
馬連： 64，683，800円 馬単： 28，352，100円 ワイド： 63，945，400円
3連複： 106，963，900円 3連単： 107，439，900円 計： 479，713，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 480円 � 250円 枠 連（1－5） 3，050円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 7，390円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 600円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 10，100円 3 連 単 ��� 49，140円

票 数

単勝票数 計 388361 的中 � 86536（2番人気）
複勝票数 計 564854 的中 � 105825（2番人気）� 25094（7番人気）� 56108（5番人気）
枠連票数 計 130068 的中 （1－5） 3301（14番人気）
馬連票数 計 646838 的中 �� 9969（15番人気）
馬単票数 計 283521 的中 �� 2875（25番人気）
ワイド票数 計 639454 的中 �� 10576（15番人気）�� 28706（6番人気）�� 12893（14番人気）
3連複票数 計1069639 的中 ��� 7940（27番人気）
3連単票数 計1074399 的中 ��� 1585（143番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．7―29．1―41．1―53．2―1：05．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スーパーリベロ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．12．3 中山4着

2020．4．19生 �3栗 母 ビジータイム 母母 ウエスティンタイム 4戦1勝 賞金 10，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時55分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オークリッチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月11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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 オメガキャプテン号・ダリ号・テイエムクリッパー号・モイスチャー号

03050 2月11日 晴 不良 （5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 6，200，000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
1：21．5
1：20．3

重
不良

47 ジェムステート 牡3黒鹿56 三浦 皇成星野 祐介氏 鈴木慎太郎 日高 前野牧場 468 ―1：25．6 5．9�
611 ケイツードラム 牡3鹿 56 江田 照男楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 竹中牧場 458 ―1：25．81� 61．7�
23 � ポッピンキャンディ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 McKee Sta-
bles, Inc. 460 ―1：25．9� 11．6�

510 メイレベッカ 牝3鹿 54 木幡 巧也千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 410 ―1：26．32� 5．2�
59 � エリカボニータ 牝3鹿 54 吉田 隼人三木 正浩氏 伊藤 圭三 米 Grand Bokujo 492 ―1：26．4クビ 3．6�
11 モノノフグリーン 牡3鹿 56 菅原 明良ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 清水 英克 新冠 隆栄牧場 488 ― 〃 クビ 39．6	
24 メグルキセキ 牝3芦 54 吉田 豊広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 464 ―1：27．46 11．2

612 ヒダカエクスプレス 牡3鹿 56 松岡 正海岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 大狩部牧場 518 ―1：27．5クビ 5．8�
36 テイエムビュビュウ 牝3黒鹿54 武士沢友治竹園 正繼氏 加藤 和宏 新ひだか 及川 ミツ子 476 ―1：27．6� 191．1�
35 ナムラオリビア 牝3鹿 54 木幡 初也奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 ナカノファーム 436 ―1：28．34 19．6
714� リリーミストレス 牝3芦 54 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Whisper Hill
Farm, LLC 466 ― 〃 � 34．1�

48 � フジマサグッド 牡3黒鹿 56
53 ▲西塚 洸二藤原 正一氏 菊川 正達 米 Beverage Queen

Syndicate 518 ―1：28．4� 55．0�
816 タイセイエルフィン 牝3栗 54 杉原 誠人田中 成奉氏 伊藤 大士 新ひだか 前川 勝春 414 ―1：28．71� 82．7�
12 リンガススウィート 牝3栗 54 丸田 恭介伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 株式会社

ケイズ 494 ―1：29．23 10．1�
815 キ ー ハ ニ ー 牝3鹿 54 柴田 大知北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 中本牧場 446 ―1：29．83� 159．3�
713 ニシノニューリーフ 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗西山 茂行氏 松山 将樹 浦河 大道牧場 504 ―1：31．9大差 76．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，880，900円 複勝： 39，791，000円 枠連： 12，207，000円
馬連： 47，335，700円 馬単： 19，029，400円 ワイド： 44，636，200円
3連複： 72，621，400円 3連単： 71，169，200円 計： 339，670，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 1，440円 � 450円 枠 連（4－6） 1，740円

馬 連 �� 16，490円 馬 単 �� 27，180円

ワ イ ド �� 5，620円 �� 1，340円 �� 10，430円

3 連 複 ��� 82，020円 3 連 単 ��� 448，670円

票 数

単勝票数 計 328809 的中 � 44084（4番人気）
複勝票数 計 397910 的中 � 59629（2番人気）� 6042（13番人気）� 22032（8番人気）
枠連票数 計 122070 的中 （4－6） 5419（8番人気）
馬連票数 計 473357 的中 �� 2224（43番人気）
馬単票数 計 190294 的中 �� 525（75番人気）
ワイド票数 計 446362 的中 �� 2024（50番人気）�� 8882（18番人気）�� 1083（73番人気）
3連複票数 計 726214 的中 ��� 664（189番人気）
3連単票数 計 711692 的中 ��� 115（1009番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―12．8―12．3―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．2―36．2―49．0―1：01．3―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェムステート �
�
父 シルバーステート �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2020．4．4生 牡3黒鹿 母 ラ ヴ ィ オ リ 母母 バンビーナピノ 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時20分に変更。
〔発走状況〕 発走地点への集合が遅れたため，発走時刻4分遅延。

リンガススウィート号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 テイエムビュビュウ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30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノニューリーフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月11日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アトモスジブリール号・コーリンラズベリー号・ジオッコピアノ号・デルマスクイナゲ号・ネモフィラ号・

パイリヴレ号・マナキーアハ号・ミニストリー号・ユメカナウトキ号・ライヴァル号・ラフィネクリール号・
ラブラックヒルー号・ロードヴェロシティ号

第１回 東京競馬 第５日



03051 2月11日 晴 不良 （5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 5，500，000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

611 ヒルズカーン 牡3黒鹿56 吉田 豊湯澤 寛氏 松永 康利 様似 清水 誠一 B474± 01：37．1 8．2�
815 オーサムデアラー 牡3栗 56 横山 武史吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 502＋121：37．2クビ 3．6�
713 コンスピキュアス 牡3栗 56 戸崎 圭太村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 452－ 41：37．41� 5．5�
36 ドラゴンヘッド 牡3芦 56 武藤 雅杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 448－ 81：37．93 57．3�
612 シャンデュヴァン 牝3鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420± 0 〃 クビ 16．7�
816 トライジャーニー 牡3鹿 56 内田 博幸密山 根成氏 武市 康男 新ひだか 飯岡牧場 486＋ 81：38．53� 42．1	
11 エリンアキレウス 牡3鹿 56 菅原 明良田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 大栄牧場 514－ 21：38．7� 3．3

47 サンセットベリー 牡3栗 56

55 ☆永野 猛蔵�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 桜井牧場 448＋ 2 〃 アタマ 247．1�
59 ビップルイス 牡3鹿 56

54 △小林 脩斗鈴木 邦英氏 田島 俊明 新ひだか 谷藤 弘美 436＋ 41：39．12� 84．9
510 リトルポッド 牡3鹿 56 M．デムーロ小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 426＋ 21：39．31� 53．4�
24 リアルマーヴェル 牡3芦 56 T．バシュロ小林 博雄氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 490± 01：39．51 15．8�

（仏）

714 キャリアパス 牡3栗 56 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 542＋ 81：39．71� 80．9�
23 ダンスクラブ 牡3栗 56 石川裕紀人村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 528＋ 8 〃 クビ 8．3�
12 レジオンドヌール 牡3鹿 56

54 △原 優介岡田 牧雄氏 深山 雅史 平取 スガタ牧場 498＋ 61：40．55 303．4�
35 カドノユトリ 牡3栗 56 江田 照男芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 480＋ 21：41．13� 26．2�
48 ヴォーグファラオ 牡3鹿 56 松岡 正海志村 幸彦氏 田中 剛 新ひだか 岡田スタツド 466－121：41．42 335．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，480，700円 複勝： 70，502，300円 枠連： 16，415，000円
馬連： 72，734，400円 馬単： 27，874，900円 ワイド： 74，532，900円
3連複： 116，557，500円 3連単： 108，163，800円 計： 535，261，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 200円 � 140円 � 200円 枠 連（6－8） 1，040円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 510円 �� 800円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 23，230円

票 数

単勝票数 計 484807 的中 � 47255（4番人気）
複勝票数 計 705023 的中 � 85116（3番人気）� 151067（1番人気）� 82460（4番人気）
枠連票数 計 164150 的中 （6－8） 12172（5番人気）
馬連票数 計 727344 的中 �� 40201（6番人気）
馬単票数 計 278749 的中 �� 5358（15番人気）
ワイド票数 計 745329 的中 �� 38282（4番人気）�� 23240（9番人気）�� 33813（5番人気）
3連複票数 計1165575 的中 ��� 27148（8番人気）
3連単票数 計1081638 的中 ��� 3375（65番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．1―12．6―12．5―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．7―46．8―59．4―1：11．9―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒルズカーン �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 オレハマッテルゼ デビュー 2022．7．16 福島6着

2020．5．7生 牡3黒鹿 母 ドクトルコスモ 母母 ウォーターセレブ 9戦1勝 賞金 7，420，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時50分に変更。
〔制裁〕 キャリアパス号の調教師小西一男は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アマレロフレイバー号・オールアルミュール号・サイモンカリン号・シンキングサベージ号・テイエムジンハク号・

デザイアーフェーム号・ラフト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03052 2月11日 晴 不良 （5東京1） 第5日 第4競走 ��2，100�4歳以上1勝クラス
発走11時40分 （ダート・左）

負担重量は，4歳57�5歳以上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
2：06．7
2：05．9

良
良

36 オヤノナナヒカリ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 新ひだか タガミファーム 460＋182：10．9 4．8�
510 アコークロー 牝4鹿 55 丸田 恭介�G1レーシング 大竹 正博 安平 追分ファーム 490＋202：11．11� 11．3�
24 ピュアブラッド �5鹿 58 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＋ 62：11．31� 3．9�
59 セイハロートゥユー 牡5黒鹿58 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B500＋ 22：11．4クビ 38．5�
713 ノクターナリティ 牡4黒鹿57 津村 明秀ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490－ 2 〃 アタマ 32．4�
714 パワーエンブレム 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 中川 公成 新ひだか 増本牧場 B504＋ 22：11．71� 21．7	
47 デリシュレーヌ 牝5青鹿56 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 486＋ 22：12．23 9．0

11 インペリアルライン �4栗 57 松山 弘平 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム B464＋ 82：12．51� 3．8�
48 リュウセイグン 牡5栗 58 松岡 正海二口 雅一氏 堀内 岳志 浦河 坂本 晴美 524＋16 〃 クビ 249．5
815 ニシノムネヲウツ 牡4鹿 57

56 ☆永野 猛蔵西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 田上 徹 B508＋ 22：12．6	 108．6�
23 ネッスンドルマ 牡4鹿 57 田辺 裕信藤田 純氏 加藤士津八 新冠 新冠橋本牧場 450＋102：12．7	 81．5�
35 レ イ メ イ 牡4鹿 57

55 △横山 琉人岡 浩二氏 的場 均 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 478± 02：12．8クビ 56．8�

816 セイシェルノユウヒ �6芦 58 三浦 皇成宮城 寛也氏 高橋 文雅 新冠 スカイビーチステーブル 476＋ 2 〃 クビ 24．6�
611
 ポイズンアロウ 牡4栗 57 T．バシュロ長谷川祐司氏 加藤 征弘 米 Hinkle Farms 536－ 8 〃 クビ 13．1�

（仏）

12 エコロカナワン 牡5鹿 58 内田 博幸原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B510＋ 42：13．22	 19．0�
612� トルーマンテソーロ 牡4栗 57

55 △原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 小手川 準 日高 日高大洋牧場 516－ 82：13．62	 44．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，536，800円 複勝： 45，069，200円 枠連： 11，691，400円
馬連： 53，914，600円 馬単： 21，096，600円 ワイド： 57，301，600円
3連複： 91，905，500円 3連単： 85，823，700円 計： 397，339，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 260円 � 180円 枠 連（3－5） 2，370円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 590円 �� 850円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 27，060円

票 数

単勝票数 計 305368 的中 � 49938（3番人気）
複勝票数 計 450692 的中 � 57813（3番人気）� 39837（5番人気）� 74133（2番人気）
枠連票数 計 116914 的中 （3－5） 3812（11番人気）
馬連票数 計 539146 的中 �� 13152（12番人気）
馬単票数 計 210966 的中 �� 2952（18番人気）
ワイド票数 計 573016 的中 �� 11689（14番人気）�� 26068（3番人気）�� 17264（8番人気）
3連複票数 計 919055 的中 ��� 13770（10番人気）
3連単票数 計 858237 的中 ��� 2299（58番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―12．6―12．8―12．7―12．9―12．4―12．4―11．9―12．2―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―30．7―43．5―56．2―1：09．1―1：21．5―1：33．9―1：45．8―1：58．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オヤノナナヒカリ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．8．14 新潟4着

2019．4．16生 牡4黒鹿 母 ナリタブルースター 母母 ストームティグレス 10戦2勝 賞金 23，170，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時15分に変更。
〔制裁〕 パワーエンブレム号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 ディサイド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03053 2月11日 晴 稍重 （5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 5，500，000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
1：19．4
1：19．0

良
良

815 セ フ ィ ロ 牝3栗 54 横山 和生村野 康司氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 464＋121：22．5 4．4�
714 ハ ル オ ー ブ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 454＋ 21：22．61 4．5�
612 ルーラルハピネス 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 伊藤 大士 平取 川向高橋育

成牧場 482＋201：22．81 3．4�
47 ホイッスルソング 牝3栗 54

53 ☆永野 猛蔵今村 明浩氏 黒岩 陽一 新ひだか 藤原牧場 442 ―1：23．22� 120．7�
23 マイショウチャン 牡3鹿 56 戸崎 圭太星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 B438－ 61：23．31 12．3	
12 � ターキッシュアート 牝3黒鹿54 横山 武史ゴドルフィン 岩戸 孝樹 英 Godolphin 472 ―1：23．51� 34．1

611 アイノセンシ 牡3鹿 56 石橋 脩日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 514＋ 21：23．71� 46．5�
59 メトロフィルム 牝3黒鹿54 木幡 巧也石川 秀守氏 清水 英克 浦河 谷口牧場 428－ 41：23．8� 258．9�
35 レ ア リ ー ゼ 牡3青鹿56 T．バシュロ �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 浦河 福田牧場 456－ 2 〃 クビ 16．6
（仏）

510 ア パ ラ ギ 牝3鹿 54
52 △横山 琉人岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 426± 01：23．9クビ 44．5�
24 ベッラフロー 牝3鹿 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 454＋ 2 〃 クビ 12．7�
816 トーセンジェミニ 牝3鹿 54 北村 宏司島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 436 ― 〃 クビ 159．9�
713 アイアムロージー 牝3鹿 54 菊沢 一樹堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 432－ 61：24．32� 211．2�
11 アンスリウム 牝3鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 21：24．51 5．6�
48 キラープリンセス 牝3鹿 54 木幡 育也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 452 ―1：24．6� 72．6�
36 スレートグレイ 牝3鹿 54 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 444 ― 〃 クビ 294．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，286，700円 複勝： 62，813，000円 枠連： 13，212，900円
馬連： 62，213，300円 馬単： 25，789，800円 ワイド： 64，179，700円
3連複： 91，763，900円 3連単： 91，530，200円 計： 457，789，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 150円 � 150円 枠 連（7－8） 920円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 360円 �� 360円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 6，510円

票 数

単勝票数 計 462867 的中 � 83666（2番人気）
複勝票数 計 628130 的中 � 104054（3番人気）� 111557（2番人気）� 113137（1番人気）
枠連票数 計 132129 的中 （7－8） 11032（3番人気）
馬連票数 計 622133 的中 �� 51898（3番人気）
馬単票数 計 257898 的中 �� 10236（3番人気）
ワイド票数 計 641797 的中 �� 45573（1番人気）�� 45462（2番人気）�� 41748（3番人気）
3連複票数 計 917639 的中 ��� 58243（1番人気）
3連単票数 計 915302 的中 ��� 10178（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―36．1―48．5―59．5―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．0
3 ・（8，15）（11，14）12（3，9）10（2，5）（4，13）－7－6－16，1 4 ・（8，15）14，11，12，3（9，10）（2，5）4，13（7，1）6，16

勝馬の
紹 介

セ フ ィ ロ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．8．6 札幌2着

2020．2．14生 牝3栗 母 クリスプウインド 母母 ストームティグレス 3戦1勝 賞金 8，820，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時40分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アルヴィエンヌ号・アルマロクザン号・タリア号・マテンロウアネモス号・レゼルノワール号・ワビスケ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03054 2月11日 晴 稍重 （5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 5，500，000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
1：44．1
1：43．8

良
良

510 ブレイディヴェーグ 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 462－ 21：48．1 1．2�
713 オーヴァルブルーム 牝3黒鹿54 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 428－ 21：49．16 5．2�
816 ガールズレジェンド 牝3黒鹿54 横山 武史�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：49．2� 10．8�
59 ネザーランドリマ 牝3鹿 54

52 △原 優介小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 412± 01：50．15 83．4�
12 ウインルピナス 牝3栗 54

52 △横山 琉人�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 426 ― 〃 ハナ 71．1	
48 ショウナンアシベ 牝3鹿 54 吉田 隼人国本 哲秀氏 西田雄一郎 新ひだか 静内フアーム 468＋ 21：50．31� 177．2

714 ブ リ ー ゼ 牝3鹿 54 武士沢友治阿部東亜子氏 鈴木慎太郎 日高 シンボリ牧場 402－ 61：50．51� 534．0�
611 ギアチェンジ 牝3鹿 54 北村 宏司藤田 在子氏 蛯名 正義 日高 天羽 禮治 450 ―1：50．6� 135．8�
36 パラダイスシティ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 422＋16 〃 アタマ 153．4
612 マテンロウカノン 牝3鹿 54 横山 和生寺田千代乃氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 444＋101：50．7� 10．9�
23 ラスパルマス 牝3鹿 54 松岡 正海下河邉 博氏 堀内 岳志 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 422＋ 61：51．12� 265．5�
815 コスモバイオレット 牝3鹿 54 菅原 明良 �ビッグレッドファーム 高木 登 新ひだか 野坂牧場 444＋ 81：51．2� 110．9�
47 マ ニ ー タ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 466－ 41：51．52 66．3�
24 カフェハーモニー 牝3鹿 54 菊沢 一樹西川 光一氏 古賀 慎明 浦河 三嶋牧場 436＋ 81：52．35 172．4�
35 ヒマワリノコ 牝3黒鹿54 内田 博幸前田 亘輝氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 450＋ 61：52．72� 416．6�
11 ブラックルージュ 牝3黒鹿 54

53 ☆永野 猛蔵有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 434－ 81：53．97 155．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，272，600円 複勝： 156，255，600円 枠連： 13，121，300円
馬連： 53，989，400円 馬単： 37，009，800円 ワイド： 55，247，600円
3連複： 93，186，700円 3連単： 168，418，000円 計： 631，501，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（5－7） 200円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 130円 �� 190円 �� 290円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 760円

票 数

単勝票数 計 542726 的中 � 341677（1番人気）
複勝票数 計1562556 的中 � 1193969（1番人気）� 136317（2番人気）� 62759（4番人気）
枠連票数 計 131213 的中 （5－7） 48652（1番人気）
馬連票数 計 539894 的中 �� 191654（1番人気）
馬単票数 計 370098 的中 �� 101011（1番人気）
ワイド票数 計 552476 的中 �� 143295（1番人気）�� 67459（2番人気）�� 36076（4番人気）
3連複票数 計 931867 的中 ��� 183107（1番人気）
3連単票数 計1684180 的中 ��� 159886（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．6―12．7―12．5―12．4―11．1―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．0―49．7―1：02．2―1：14．6―1：25．7―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F33．5

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

勝馬の
紹 介

ブレイディヴェーグ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．8．21 新潟2着

2020．4．11生 牝3鹿 母 インナーアージ 母母 ミュージカルウェイ 2戦1勝 賞金 8，300，000円
〔その他〕 カフェハーモニー号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒマワリノコ号・ブラックルージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月

11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 ロフティーイデアル号



03055 2月11日 晴 稍重 （5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 7，800，000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
1：19．4
1：19．0

良
良

813 ポリーフォリア 牝3鹿 54 横山 武史吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 478－ 41：21．6 5．2�
814 ダルタニアン 牡3鹿 56 木幡 巧也吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 492＋101：21．81� 8．7�
33 ニシノピウモッソ 牡3栗 56 津村 明秀西山 茂行氏 西田雄一郎 新冠 中山 高鹿康 466＋ 21：21．91� 4．9�
57 スプレモフレイバー 牡3鹿 56 田辺 裕信尾田 信夫氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 478＋ 4 〃 ハナ 3．6�
22 ハッピーパンニャ 牡3栗 56

55 ☆永野 猛蔵足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 482＋ 81：22．43 13．5�
46 クールムーア 牡3鹿 56

54 △原 優介川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 468＋ 21：22．5� 68．9�
45 レイカットスルー 牡3鹿 56 戸崎 圭太ライオンレースホース	 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 � 4．1

11 レイフォール 牡3青鹿56 武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 21：22．71� 42．7�
610	 ピーストークス 牡3鹿 56 伊藤 工真稲場 澄氏 伊坂 重信 新冠 須崎牧場 446± 01：22．8
 332．1�
712 テンカノギジン 牡3黒鹿56 菅原 明良星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480＋101：22．9� 18．9
69 クロスライセンス 牡3黒鹿56 T．バシュロ �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 446＋101：23．0
 20．4�

（仏）

58 ユーメイドマイデイ 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 別海 ハーモニース
トックファーム 418－ 21：23．74 513．6�

34 メイショウカゼマチ 牡3鹿 56
54 △横山 琉人松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 多田 善弘 440＋ 21：23．8クビ 71．4�

711 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 464－ 41：23．91 502．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 45，588，000円 複勝： 66，745，200円 枠連： 13，784，800円
馬連： 72，702，300円 馬単： 29，069，800円 ワイド： 69，638，100円
3連複： 111，020，200円 3連単： 118，657，300円 計： 527，205，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 240円 � 170円 枠 連（8－8） 2，330円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 680円 �� 570円 �� 690円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 20，760円

票 数

単勝票数 計 455880 的中 � 69068（4番人気）
複勝票数 計 667452 的中 � 83395（4番人気）� 65900（5番人気）� 111519（3番人気）
枠連票数 計 137848 的中 （8－8） 4573（11番人気）
馬連票数 計 727023 的中 �� 24042（10番人気）
馬単票数 計 290698 的中 �� 5144（19番人気）
ワイド票数 計 696381 的中 �� 26021（8番人気）�� 31719（5番人気）�� 25571（9番人気）
3連複票数 計1110202 的中 ��� 18659（15番人気）
3連単票数 計1186573 的中 ��� 4143（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．8―47．1―58．7―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポリーフォリア �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Broken Vow デビュー 2022．11．27 東京6着

2020．2．11生 牝3鹿 母 メ ン デ ィ ド 母母 Fair and Square 3戦2勝 賞金 13，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 ユーメイドマイデイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年4月11日まで平地競走に出走で

きない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03056 2月11日 晴 不良 （5東京1） 第5日 第8競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

611 クリスタルウエイ 牡4栗 58 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 486＋ 61：24．0 11．0�
815 ルプランドル 牝4栗 56

55 ☆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 470＋ 61：24．1クビ 8．7�

24 � ミッキーレジェンド 牡5鹿 58 菅原 明良野田みづき氏 大竹 正博 日高 白井牧場 504－ 11：24．31� 3．2�
35 チュイション 牡5栗 58 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 B494＋ 4 〃 クビ 20．9�
11 � シ ウ ン 牝4黒鹿 56

54 △原 優介 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B456＋ 51：24．4� 92．7�

48 � レイデルマール �5栗 58
56 △横山 琉人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 相沢 郁 新冠 高瀬牧場 506＋ 41：24．5クビ 4．2	
713� ル リ オ ウ 牡5芦 58 江田 照男大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 524＋161：24．82 59．2

612� ハジメテノチュウ 牡4鹿 58 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム B516＋ 7 〃 クビ 95．8�
59 リネンファイト 牝4黒鹿56 内田 博幸戸山 光男氏 深山 雅史 新冠 樋渡 志尚 490－ 21：24．9クビ 6．0
47 � グランドライズ 牡5黒鹿58 伊藤 工真竹下 佳利氏 伊坂 重信 浦河 高昭牧場 466－ 6 〃 クビ 82．1�
23 � ファイティング �6栗 58 岩部 純二田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 笹島 政信 490＋ 41：25．0� 405．3�
816 コウソクカレン 牝5鹿 56 T．バシュロ野﨑 昭夫氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 504－ 81：25．85 11．2�

（仏）

36 � ヌーシャテル 牝4鹿 56 木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 418－ 51：25．9� 382．4�

510 エコロドラゴン 牡4鹿 58 木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 新ひだか 坂本 春雄 B576＋201：26．0� 8．7�
12 � ダ フ ニ ス 牡4青鹿58 菅原 隆一�ターフ・スポート蛯名 利弘 日高 奥山 博 426－261：26．1� 255．4�
714� プラティナマリア 牝4栗 56 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 稲垣 幸雄 新ひだか 折手牧場 452＋ 21：26．2� 38．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，047，400円 複勝： 66，874，900円 枠連： 20，484，800円
馬連： 79，860，700円 馬単： 29，510，900円 ワイド： 71，492，900円
3連複： 119，931，500円 3連単： 119，012，600円 計： 556，215，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 280円 � 220円 � 170円 枠 連（6－8） 2，430円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 8，320円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 950円 �� 740円

3 連 複 ��� 6，350円 3 連 単 ��� 59，090円

票 数

単勝票数 計 490474 的中 � 35571（6番人気）
複勝票数 計 668749 的中 � 55617（5番人気）� 77612（4番人気）� 116857（1番人気）
枠連票数 計 204848 的中 （6－8） 6514（10番人気）
馬連票数 計 798607 的中 �� 16478（18番人気）
馬単票数 計 295109 的中 �� 2660（39番人気）
ワイド票数 計 714929 的中 �� 13426（20番人気）�� 19385（15番人気）�� 25600（9番人気）
3連複票数 計1199315 的中 ��� 14149（26番人気）
3連単票数 計1190126 的中 ��� 1460（231番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．9―12．1―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．6―46．5―58．6―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスタルウエイ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．6．27 東京10着

2019．4．5生 牡4栗 母 ヒメスズラン 母母 イシノスティール 14戦2勝 賞金 21，020，000円
〔制裁〕 グランドライズ号の騎手伊藤工真は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
※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 グラサージュ号
（非抽選馬） 2頭 カズラポニアン号・チャールストン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03057 2月11日 晴 稍重 （5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57�5歳以上58�，牝馬2�減

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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

69 バ ラ ジ 牡4鹿 57 C．ルメール 岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 増本牧場 518＋162：26．3 2．2�
56 キングズパレス 牡4鹿 57 松岡 正海 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 502＋ 82：26．51� 3．1�
813 ミステリーウェイ 	5黒鹿58 吉田 隼人 �社台レースホース小林 真也 千歳 社台ファーム B496＋ 22：26．82 14．7�
44 ダノンターキッシュ 牡5鹿 58 石橋 脩�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 454± 02：27．01 46．1�
711 レッドミラージュ 牝4鹿 55 川田 将雅大島 昌也氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 434＋12 〃 クビ 5．1	
812 エンドロール 牡4黒鹿57 永野 猛蔵石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 470＋ 4 〃 クビ 215．7

57 エクセレントタイム 	5鹿 58 T．バシュロ �サンデーレーシング 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496＋142：27．31
 12．9�
（仏）

11 ドリームインパクト 牡7鹿 58 菅原 明良 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 B500＋ 2 〃 クビ 32．0�
33 ジオフロント 牡5鹿 58 松山 弘平 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：27．4クビ 13．7
45 � ウインエアフォルク 牡6鹿 58 柴田 善臣成富 直行氏 根本 康広 新冠 コスモヴューファーム 480± 02：27．51 296．0�
710 リ ヴ ェ ッ ト 牡5鹿 58 大野 拓弥 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 486± 02：29．110 229．8�
68 クリノキングボス 牡6栗 58 菊沢 一樹栗本 博晴氏 天間 昭一 様似 様似渡辺牧場 488－ 62：29．52
 523．4�
22 ニシノボルテージ 牡4鹿 57 杉原 誠人西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 中山 高鹿康 460＋ 62：30．24 207．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 69，745，200円 複勝： 79，973，200円 枠連： 17，422，800円
馬連： 107，277，800円 馬単： 45，032，500円 ワイド： 83，018，000円
3連複： 159，238，900円 3連単： 238，525，600円 計： 800，234，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 210円 枠 連（5－6） 250円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 160円 �� 390円 �� 520円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 2，800円

票 数

単勝票数 計 697452 的中 � 249885（1番人気）
複勝票数 計 799732 的中 � 243394（1番人気）� 198470（2番人気）� 60858（6番人気）
枠連票数 計 174228 的中 （5－6） 52832（1番人気）
馬連票数 計1072778 的中 �� 291549（1番人気）
馬単票数 計 450325 的中 �� 66359（1番人気）
ワイド票数 計 830180 的中 �� 166302（1番人気）�� 46905（4番人気）�� 33885（9番人気）
3連複票数 計1592389 的中 ��� 121426（3番人気）
3連単票数 計2385256 的中 ��� 61707（5番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．4―12．0―12．3―13．2―12．9―12．3―12．3―11．1―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．2―37．6―49．6―1：01．9―1：15．1―1：28．0―1：40．3―1：52．6―2：03．7―2：14．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F33．7
1
3
・（3，9）（2，13）（4，10）（1，12）（7，8，11）（5，6）
9（13，10）（3，4）11（2，12）6（1，8，5）7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ ラ ジ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 ア ラ ジ デビュー 2021．10．17 東京4着

2019．4．10生 牡4鹿 母 シーダーアラジ 母母 パワーシーダー 13戦3勝 賞金 53，370，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03058 2月11日 晴 稍重 （5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，R4．2．12以降R5．2．5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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

610 グラスミヤラビ 牝4黒鹿54 柴田 善臣半沢� 大江原 哲 新冠 飛渡牧場 492＋ 21：20．6 14．1�
47 シュヴェルトライテ 牝4栗 55 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 438－ 2 〃 クビ 3．4�
35 ボルザコフスキー 牡4黒鹿56 T．バシュロ犬塚悠治郎氏 清水 久詞 新冠 ハクレイファーム 504＋ 21：20．81� 4．6�

（仏）

11 ブルーシンフォニー 牡5鹿 55 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478＋ 41：20．9クビ 17．6�

23 サルファーコスモス 牝5黒鹿54 永野 猛蔵吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム B492＋24 〃 � 27．6	
34 ランドオブリバティ 牡5鹿 56 松山 弘平吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 480＋ 41：21．11� 8．1

611 レッドクレオス 牡7栗 54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム B482＋121：21．2� 65．3�
46 ピーエムピンコ 牝6黒鹿53 大野 拓弥松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 418± 01：21．41� 52．6�
713 ル ー ス 牝5栗 54 木幡 巧也山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 B494± 01：21．61� 10．8
712 シュアーヴアリア 牝5黒鹿55 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B492＋ 2 〃 ハナ 30．8�
815 ビーオンザマーチ 牝4栗 54 津村 明秀吉田 晴哉氏 林 徹 安平 追分ファーム 476± 0 〃 クビ 18．8�
22 タイニーロマンス 牝5青鹿54 菅原 明良吉田 千津氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム B522－ 4 〃 アタマ 8．8�
814 オースミカテドラル 牡7鹿 54 石橋 脩�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 460－ 21：21．7� 87．9�
59 カ ル リ ー ノ 牡7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 B522＋ 21：21．91� 183．1�
58 フォラブリューテ 牝4黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 464＋121：23．49 8．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 67，444，400円 複勝： 95，516，800円 枠連： 28，192，200円
馬連： 139，627，700円 馬単： 48，840，300円 ワイド： 122，355，700円
3連複： 220，962，200円 3連単： 215，888，100円 計： 938，827，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 250円 � 140円 � 160円 枠 連（4－6） 1，430円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，160円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 21，820円

票 数

単勝票数 計 674444 的中 � 38161（7番人気）
複勝票数 計 955168 的中 � 78079（5番人気）� 200129（1番人気）� 156955（2番人気）
枠連票数 計 281922 的中 （4－6） 15186（5番人気）
馬連票数 計1396277 的中 �� 51224（5番人気）
馬単票数 計 488403 的中 �� 7118（16番人気）
ワイド票数 計1223557 的中 �� 41676（4番人気）�� 24823（12番人気）�� 112454（1番人気）
3連複票数 計2209622 的中 ��� 58481（3番人気）
3連単票数 計2158881 的中 ��� 7171（38番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．2―11．6―11．1―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．3―45．9―57．0―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスミヤラビ �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．6．13 札幌2着

2019．4．21生 牝4黒鹿 母 グラスケリー 母母 グラスファッション 16戦4勝 賞金 59，530，000円
〔制裁〕 タイニーロマンス号の騎手菅原明良は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03059 2月11日 晴 稍重 （5東京1） 第5日 第11競走 ��
��1，600�第58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 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

59 ハ ー パ ー 牝3鹿 54 川田 将雅エムズレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466－121：33．1 12．6�
47 ド ゥ ア イ ズ 牝3鹿 54 吉田 隼人�G1レーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 クビ 4．3�
23 モ リ ア ー ナ 牝3鹿 54 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 ハナ 4．7�
36 	 イングランドアイズ 牝3鹿 54 横山 和生原 
子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko

Racing Co. Ltd 426－ 61：33．2� 17．7�
510 グランベルナデット 牝3鹿 54 松山 弘平 DMMドリームクラブ� 大竹 正博 千歳 社台ファーム 508± 01：33．41 9．6�
815 ウンブライル 牝3鹿 54 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 478＋12 〃 アタマ 3．9

713 アスパルディーコ 牝3黒鹿54 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：33．71� 41．5�
611 ミカッテヨンデイイ 牝3黒鹿54 松岡 正海ニューマレコード� 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 414＋ 21：33．8� 254．9�
24 リックスター 牝3黒鹿54 三浦 皇成下澤 晃紀氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 440± 01：34．01 23．6
35 ウヴァロヴァイト 牝3鹿 54 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：34．21 7．1�
12 � メイドイットマム 牝3栗 54 本橋 孝太	木村牧場 石井 勝男 むかわ 新井牧場 438－ 2 〃 ハナ 151．4�

（船橋） （船橋）

714 ブラウンウェーブ 牝3鹿 54 大野 拓弥�トップフェロウ宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 420－ 41：34．41 68．9�
48 ニシノカシミヤ 牝3鹿 54 永野 猛蔵西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田ファーム 474± 01：35．25 63．5�
11 オンザブロッサム 牝3青鹿54 津村 明秀久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 476＋ 41：35．52 103．0�
816 ミシシッピテソーロ 牝3鹿 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 日高 リョーケンファー
ム株式会社 418－ 61：35．6クビ 17．7�

612 ゴールドレコーダー 牝3黒鹿54 田中 勝春居城 寿与氏 南田美知雄 新冠 北勝ファーム 418± 01：35．7� 302．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 265，879，300円 複勝： 337，215，800円 枠連： 104，353，500円
馬連： 569，968，700円 馬単： 190，966，300円 ワイド： 526，043，800円
3連複： 1，119，779，900円 3連単： 1，166，218，600円 計： 4，280，425，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 310円 � 160円 � 190円 枠 連（4－5） 1，100円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，220円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 20，710円

票 数

単勝票数 計2658793 的中 � 167506（6番人気）
複勝票数 計3372158 的中 � 231814（6番人気）� 631398（1番人気）� 473445（3番人気）
枠連票数 計1043535 的中 （4－5） 72870（7番人気）
馬連票数 計5699687 的中 �� 239993（7番人気）
馬単票数 計1909663 的中 �� 33049（15番人気）
ワイド票数 計5260438 的中 �� 189504（7番人気）�� 112392（13番人気）�� 286364（2番人気）
3連複票数 計11197799 的中 ��� 253948（6番人気）
3連単票数 計11662186 的中 ��� 40811（44番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．7―11．8―11．3―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．5―46．2―58．0―1：09．3―1：20．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ー パ ー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Jump Start デビュー 2022．11．27 阪神2着

2020．1．18生 牝3鹿 母 セ レ ス タ 母母 Serata 3戦2勝 賞金 45，574，000円
〔制裁〕 ドゥアイズ号の騎手吉田隼人は，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100，000円。（被害馬：1番・5番・

9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 アップトゥミー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

03060 2月11日 晴 不良 （5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，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

12 サトノアポロン �5鹿 58 横山 和生里見 治氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490－141：35．4 9．9�
59 � ポルトヴェッキオ 牝5鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：35．61� 3．0�
48 フレンチギフト 牝4栗 56 菅原 明良多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 広田牧場 470－ 21：35．7� 5．8�
612 ライラスター 牡4鹿 58 T．バシュロ �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 486± 01：35．91� 5．3�

（仏）

24 アラゴナイト 牝5黒鹿56 大野 拓弥重松 國建氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 464－ 21：36．0� 26．3�
23 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± 01：36．1� 6．2

815 ヨ ン ク 牡7鹿 58 田辺 裕信古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 506＋ 2 〃 クビ 9．4�
11 オクトニオン 牡4鹿 58 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 536＋ 41：36．31 54．8�
714 デ ア ノ ヴ ァ 牝4鹿 56 宮崎 北斗 	京都ホースレーシング 伊坂 重信 新冠 村上 進治 478＋ 2 〃 ハナ 25．7
35 デルマグレムリン 牡4栗 58 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 444－ 61：36．41 30．7�
36 サイモンルモンド �6栗 58

56 △原 優介澤田 昭紀氏 小桧山 悟 日高 ヤナガワ牧場 462－ 21：36．61� 330．5�
47 ディープリッチ 牡5黒鹿58 吉田 隼人宇田 豊氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 526－ 81：36．7� 29．8�
713 プルモナリア 牝5栗 56 石橋 脩	ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 470－ 41：36．91 335．5�
611 リッキーマジック 牝4栗 56

55 ☆永野 猛蔵	ビリオンスター加藤 征弘 新ひだか 服部 牧場 514＋10 〃 アタマ 53．0�
816 ルヴァンヴェール �6鹿 58 石川裕紀人 	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 B496－ 81：37．53� 303．4�
510 レオカクテル 牡5栗 58 木幡 巧也	レオ 萱野 浩二 浦河 江谷牧場 B502＋ 4 〃 クビ 78．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 124，997，300円 複勝： 161，885，100円 枠連： 39，573，900円
馬連： 212，920，100円 馬単： 75，133，400円 ワイド： 211，106，400円
3連複： 356，988，200円 3連単： 377，644，600円 計： 1，560，249，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 270円 � 150円 � 190円 枠 連（1－5） 1，620円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 6，550円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，270円 �� 440円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 31，740円

票 数

単勝票数 計1249973 的中 � 100347（6番人気）
複勝票数 計1618851 的中 � 130364（6番人気）� 330363（1番人気）� 215094（3番人気）
枠連票数 計 395739 的中 （1－5） 18894（8番人気）
馬連票数 計2129201 的中 �� 69457（9番人気）
馬単票数 計 751334 的中 �� 8594（27番人気）
ワイド票数 計2111064 的中 �� 58366（12番人気）�� 40441（15番人気）�� 130830（2番人気）
3連複票数 計3569882 的中 ��� 59781（10番人気）
3連単票数 計3776446 的中 ��� 8625（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．2―47．5―59．7―1：11．5―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．7
3 16，9（2，1，3）（12，8）（4，15，10，11）－（5，6，13）7－14 4 16，9（2，3）（1，8）（4，12）（10，11）15（6，13）（5，7）14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノアポロン �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Super Saver デビュー 2020．7．25 新潟2着

2018．4．4生 �5鹿 母 ファイナルディシジョン 母母 Palangana 16戦3勝 賞金 40，325，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ライラスター号の騎手T．バシュロは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・11番・6番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（5東京1）第5日 2月11日 （祝日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 186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

255，880，000円
8，210，000円
37，390，000円
1，660，000円
33，280，000円
85，495，000円
5，387，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
873，995，400円
1，239，127，500円
303，466，400円
1，537，228，500円
577，705，800円
1，443，498，300円
2，660，919，800円
2，868，491，600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 11，504，433，300円

総入場人員 19，252名 （有料入場人員 18，609名）
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