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03061 2月12日 晴 重 （5東京1） 第6日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000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

713 キープブライトン 牡3黒鹿56 松山 弘平髙嶋 航氏 栗田 徹 浦河 有限会社
吉田ファーム 472＋ 61：23．8 1．5�

815 ホウオウドラッカー 牡3鹿 56 田辺 裕信小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム B510± 01：23．91� 3．9�
48 トレジャートレイル 牡3青 56 吉田 豊吉田 千津氏 伊坂 重信 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B470＋ 21：24．64 8．1�
35 イスラデルノルテ 牡3黒鹿56 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 41：24．81 36．0�
59 ジャーニーメモリー 牡3黒鹿56 北村 宏司海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 谷岡牧場 452＋ 81：25．43� 20．7�
816 ロ ジ ェ 牝3栗 54

53 ☆永野 猛蔵吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 北星村田牧場 434＋ 6 〃 クビ 104．4�
11 シンコッチョウ 牝3鹿 54 柴田 善臣福田 光博氏 根本 康広 新ひだか 増本牧場 412－ 81：25．82� 17．4	
714 シゲルタイムフライ 牡3芦 56 丸田 恭介森中 啓子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 466＋161：26．0� 279．8

510 ディヴァーザウェイ 牡3鹿 56 木幡 巧也岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B540＋10 〃 アタマ 131．4�
612 アパラージタ 牡3黒鹿 56

54 △山田 敬士田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 412± 01：26．85 738．0�
36 ラブロスピカ 牝3鹿 54 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 城地牧場 458－101：27．0� 22．6
47 ニシノピボット 牝3黒鹿54 杉原 誠人西山 茂行氏 嘉藤 貴行 新冠 村上 欽哉 426－ 41：27．95 263．7�
12 ケイアイインダラ 牡3鹿 56 大野 拓弥亀田 和弘氏 上原 博之 平取 有限会社中

田牧場 474－ 21：28．01 104．9�
24 イサムサットン 牡3栗 56 石橋 脩石田 勇氏 上原 博之 新ひだか 野坂牧場 B482－121：28．31� 264．2�
611 チャクラバーディ 牝3栗 54 柴田 大知望月 文恵氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 426＋ 41：29．15 580．2�
23 ミストフラワー 牡3鹿 56 岩部 純二 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 新ひだか 原田 久司 454± 0 〃 クビ 676．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，524，000円 複勝： 182，020，400円 枠連： 14，454，200円
馬連： 70，548，300円 馬単： 42，228，400円 ワイド： 67，966，100円
3連複： 129，876，300円 3連単： 176，033，700円 計： 731，651，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（7－8） 240円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 140円 �� 200円 �� 360円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 1，010円

票 数

単勝票数 計 485240 的中 � 252926（1番人気）
複勝票数 計1820204 的中 � 1412313（1番人気）� 120625（2番人気）� 91446（3番人気）
枠連票数 計 144542 的中 （7－8） 46344（1番人気）
馬連票数 計 705483 的中 �� 218392（1番人気）
馬単票数 計 422284 的中 �� 84800（1番人気）
ワイド票数 計 679661 的中 �� 147840（1番人気）�� 86112（2番人気）�� 37333（4番人気）
3連複票数 計1298763 的中 ��� 228449（1番人気）
3連単票数 計1760337 的中 ��� 125783（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．2―47．2―59．3―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キープブライトン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．11．5 東京2着

2020．4．12生 牡3黒鹿 母 シードパール 母母 リアルエクスペクテイションズ 4戦1勝 賞金 12，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノピボット号・ケイアイインダラ号・チャクラバーディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和5年3月12日まで平地競走に出走できない。
イサムサットン号・ミストフラワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スカイインパルス号
（非抽選馬） 3頭 アシャカタカ号・グングニル号・シンデレラスマイル号

03062 2月12日 晴 重 （5東京1） 第6日 第2競走 ��2，100�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

47 ソ ム リ エ 牡3鹿 56
54 △横山 琉人畑佐 博氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 450± 02：10．3 18．5�

510 エドノトップラン 牡3栗 56 宮崎 北斗遠藤 喜松氏 嘉藤 貴行 新ひだか 沖田 忠幸 B490± 0 〃 クビ 38．5�
59 ダールフルート 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 嶋田牧場 520－ 42：10．93� 3．1�
36 ア イ ベ ラ 牝3黒鹿54 福永 祐一�G1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 458＋ 22：11．85 5．3�
48 サンクメダイユ 牡3黒鹿56 菅原 明良�G1レーシング 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 0 〃 クビ 15．8�
23 ビルドラポール 牡3青鹿56 石橋 脩 	ビッグレッドファーム 西田雄一郎 日高 荒井ファーム 500－ 42：11．9クビ 34．6

612 ショウナンワタリ 牡3青鹿56 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 552－ 62：12．22 105．4�
12 グリーングラシア 牡3鹿 56 木幡 巧也矢野 恭裕氏 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 492± 02：12．62� 7．1�
611 ルルシュシュ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 市川フアーム 504＋ 62：12．7クビ 4．1
816 ヨ シ イ チ 牡3黒鹿56 津村 明秀玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 B488＋ 62：13．23� 63．7�
35 ローディアマント 牡3鹿 56 T．バシュロ 	シルクレーシング 尾関 知人 日高 クラウン日高牧場 490＋ 22：13．41 9．7�

（仏）

24 スリアンヴォス 牡3鹿 56 武藤 雅大久保和夫氏 和田 雄二 新ひだか 藤原牧場 490＋ 22：13．5� 248．3�
714 キタノマルティス 牝3栗 54 柴田 大知北所 直人氏 粕谷 昌央 新ひだか 斉藤スタッド 422± 02：13．6クビ 538．9�
815 ダオラダオラ 牡3鹿 56 丸田 恭介ライオンレースホース� 石毛 善彦 新ひだか タイヘイ牧場 506－ 42：14．13 57．6�
713 パンタロンノワール 牡3鹿 56 松山 弘平吉田 照哉氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 492± 02：18．4大差 24．6�
11 シンフォニー 牡3鹿 56

54 △山田 敬士近藤 英二氏 加藤 和宏 浦河 大北牧場 484± 0 （競走中止） 748．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，634，200円 複勝： 69，249，500円 枠連： 14，845，500円
馬連： 74，597，200円 馬単： 31，088，200円 ワイド： 75，317，300円
3連複： 119，138，900円 3連単： 124，898，100円 計： 563，768，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 450円 � 630円 � 170円 枠 連（4－5） 1，950円

馬 連 �� 27，300円 馬 単 �� 54，860円

ワ イ ド �� 5，340円 �� 1，600円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 41，630円 3 連 単 ��� 466，750円

票 数

単勝票数 計 546342 的中 � 23590（7番人気）
複勝票数 計 692495 的中 � 35456（6番人気）� 23809（9番人気）� 140624（1番人気）
枠連票数 計 148455 的中 （4－5） 5877（8番人気）
馬連票数 計 745972 的中 �� 2117（54番人気）
馬単票数 計 310882 的中 �� 425（107番人気）
ワイド票数 計 753173 的中 �� 3579（52番人気）�� 12368（17番人気）�� 7267（31番人気）
3連複票数 計1191389 的中 ��� 2146（116番人気）
3連単票数 計1248981 的中 ��� 194（994番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―12．2―12．0―12．3―12．9―12．9―12．6―12．1―12．2―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．1―30．3―42．3―54．6―1：07．5―1：20．4―1：33．0―1：45．1―1：57．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ソ ム リ エ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2022．11．20 福島12着

2020．2．12生 牡3鹿 母 ジェイケイオジョウ 母母 ツルマルオジョウ 4戦1勝 賞金 6，050，000円
〔発走状況〕 グリーングラシア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 シンフォニー号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パンタロンノワール号は，「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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エコロマーベリック号・クリスマスディナー号・ファートム号・ヤーゴ号・リネンマンボ号
※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。

第１回 東京競馬 第６日



03063 2月12日 晴 重 （5東京1） 第6日 第3競走 1，600�3歳未勝利
発走11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
1：33．5
1：33．3

重
良

48 メイショウコバト 牝3黒鹿54 川田 将雅松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 444－ 41：36．5 3．3�
47 ナックダンス 牝3黒鹿54 松山 弘平小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新冠 森永 聡 482－ 21：36．71� 6．9�
510 ヒラリーステップ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 上山牧場 B462＋ 21：37．44 23．1�
816 プチボヌール 牝3栗 54 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 416＋ 41：37．5� 20．2�
24 スペシャリスト 牝3栗 54 津村 明秀下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 450＋101：37．61 3．4�
23 コロンビアテソーロ 牝3黒鹿 54

52 △原 優介了德寺健二ホール
ディングス	 栗田 徹 日高 本間牧場 450± 01：37．81 287．7


815 イ ノ セ ン ス 牝3鹿 54 菅原 明良 	Gリビエール・
レーシング 高木 登 新ひだか 折手牧場 468－ 21：37．9� 36．8�

35 ヴォンヌヴォー 牝3鹿 54 木幡 巧也平川 浩之氏 菊川 正達 浦河 谷口牧場 B452± 01：38．0� 36．8�
714 コウソクカナ 牝3鹿 54 石橋 脩野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム 420－101：38．42� 5．8
611 サンバデルンバ 牝3鹿 54 三浦 皇成 	チャンピオンズファーム 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 458± 0 〃 ハナ 7．8�
59 オ ブ リ ク ア 牝3青鹿54 柴田 大知	ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 6 〃 ハナ 56．8�
12 クインズクシナダ 牝3鹿 54 大野 拓弥 	ケイアイスタリオン 池上 昌和 浦河 高昭牧場 442－ 41：38．5クビ 209．6�
36 シェルオパール 牝3栗 54 武士沢友治大越 徹朗氏 西田雄一郎 浦河 ヒダカフアーム 464－ 4 〃 クビ 31．2�
11 ミヤコノティアラ 牝3鹿 54

52 △横山 琉人吉田喜代司氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 450＋14 〃 ハナ 122．4�
713 バーンキャット 牝3栗 54

53 ☆永野 猛蔵ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 436－ 61：39．24 183．9�

612 クリーンショコラ 牝3黒鹿54 丸田 恭介石橋 和夫氏 大竹 正博 浦河 笹地牧場 450－ 81：39．94 337．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，988，100円 複勝： 75，707，800円 枠連： 16，817，000円
馬連： 74，402，500円 馬単： 28，875，200円 ワイド： 76，421，900円
3連複： 124，181，500円 3連単： 113，527，100円 計： 558，921，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 190円 � 350円 枠 連（4－4） 920円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，160円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 5，550円 3 連 単 ��� 15，600円

票 数

単勝票数 計 489881 的中 � 116526（1番人気）
複勝票数 計 757078 的中 � 143609（1番人気）� 107998（3番人気）� 45296（6番人気）
枠連票数 計 168170 的中 （4－4） 14086（4番人気）
馬連票数 計 744025 的中 �� 61791（2番人気）
馬単票数 計 288752 的中 �� 14826（2番人気）
ワイド票数 計 764219 的中 �� 63294（1番人気）�� 15853（13番人気）�� 16523（11番人気）
3連複票数 計1241815 的中 ��� 16765（16番人気）
3連単票数 計1135271 的中 ��� 5275（34番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．3―12．8―12．1―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．0―47．3―1：00．1―1：12．2―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウコバト �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 メイショウサムソン デビュー 2022．10．29 東京3着

2020．2．12生 牝3黒鹿 母 メイショウサワヤカ 母母 メイショウマリア 3戦1勝 賞金 8，080，000円
※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 アイヴカムバック号・ドライカプチーノ号

03064 2月12日 晴 重 （5東京1） 第6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 6，200，000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
1：33．5
1：33．3

重
良

46 グローフォース 牝3栗 54 武藤 雅醍醐 伸之氏 小笠 倫弘 新ひだか レースホース牧場 484 ―1：37．8 125．1�
58 キャルドーン 牡3青鹿56 三浦 皇成里見 治紀氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 510 ― 〃 ハナ 4．0�
35 コンフィズリー 牝3芦 54 北村 宏司�ヒダカファーム木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 448 ―1：37．91 19．7�
815 カフェフィッツロイ 牡3鹿 56 田辺 裕信西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 550 ―1：38．32� 11．6�
814 オードリーバローズ 牝3芦 54 福永 祐一猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 480 ―1：38．51� 2．8�
34 ワレハカゼノコ 牡3黒鹿56 菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 474 ―1：38．6クビ 14．2	

（フジヤマノテング）

23 プラニスフェリオ 牡3黒鹿56 T．バシュロ水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 504 ― 〃 クビ 10．1

（仏）

59 サリーピルエット 牡3鹿 56 津村 明秀黒須不二男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 三石川上牧場 514 ―1：39．13 21．3�
611 エクセルスコール 牡3栗 56

54 △原 優介谷川 正純氏 天間 昭一 新冠 イワミ牧場 492 ―1：39．41� 264．1�
22 ベルスオーノ 牡3鹿 56 石橋 脩林 正道氏 牧 光二 新ひだか 増本 良孝 486 ―1：40．04 17．7
47 ケイツータラ 牝3栗 54 柴田 大知楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 416 ―1：40．21� 128．8�
712 ア オ イ テ ン 牡3芦 56 C．ルメール 新谷 幸義氏 中舘 英二 新ひだか 千代田牧場 500 ―1：40．62� 5．2�
713 グランレイハート 牝3鹿 54 吉田 豊布施 慶士氏 小野 次郎 浦河 バンブー牧場 500 ―1：40．81� 138．4�
11 サクラユーロスター 牡3鹿 56 内田 博幸�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 480 ―1：42．510 86．5�
610 キタサンイザナミ 牝3黒鹿54 石川裕紀人�大野商事 小笠 倫弘 新ひだか 木田牧場 494 ―1：42．6クビ 56．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，687，600円 複勝： 52，182，300円 枠連： 16，375，100円
馬連： 65，459，600円 馬単： 28，503，400円 ワイド： 63，085，700円
3連複： 101，044，100円 3連単： 104，944，200円 計： 481，282，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，510円 複 勝 � 1，980円 � 200円 � 510円 枠 連（4－5） 9，910円

馬 連 �� 22，470円 馬 単 �� 74，220円

ワ イ ド �� 6，300円 �� 23，470円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 140，070円 3 連 単 ��� 1，334，810円

票 数

単勝票数 計 496876 的中 � 3177（12番人気）
複勝票数 計 521823 的中 � 5692（13番人気）� 84656（2番人気）� 25101（8番人気）
枠連票数 計 163751 的中 （4－5） 1280（20番人気）
馬連票数 計 654596 的中 �� 2257（45番人気）
馬単票数 計 285034 的中 �� 288（109番人気）
ワイド票数 計 630857 的中 �� 2563（49番人気）�� 682（85番人気）�� 9878（21番人気）
3連複票数 計1010441 的中 ��� 541（199番人気）
3連単票数 計1049442 的中 ��� 57（1395番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―35．7―47．9―1：00．4―1：12．8―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グローフォース �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 アドマイヤボス 初出走

2020．2．11生 牝3栗 母 オーネットサクセス 母母 グローリタイアン 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 キタサンイザナミ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 サリーピルエット号の調教師鈴木伸尋は，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。
※出走取消馬 ディーノカヨウ号（疾病〔左前肢跛行〕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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 エコログレイト号・コウセイ号・ココマンダリン号・コルニチェロ号・スターグローリー号・チェリーロシアン号・

トレメンダスハート号・ニットウアイアン号・ノートエリア号・ハブル号・ミュークレア号・ユイノイチゲキ号
※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。



03065 2月12日 晴 良 （5東京1） 第6日 第5競走 ��1，800�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
1：44．1
1：43．8

良
良

23 オールマイデイズ 牡3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 492± 01：47．8 2．4�
612 アサカラキング 牡3鹿 56 石川裕紀人山口 雄司氏 斎藤 誠 新冠 協和牧場 516－ 81：48．01� 4．9�
816 スペルキャスター 牝3鹿 54 横山 和生吉田 晴哉氏 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 21：48．21� 10．8�
12 アスピシャスデイ 牡3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 池上 昌和 浦河 村下農場 448± 01：48．3� 23．1�
（仏）

47 サクセスパルス 牡3黒鹿56 三浦 皇成柴田実千代氏 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 448＋101：48．83 83．8	
59 イッツオンリーユー 牝3鹿 54 吉田 隼人�G1レーシング 手塚 貴久 安平 追分ファーム 460＋12 〃 ハナ 3．2

611 ネッロランパンテ 牝3青鹿54 大野 拓弥堀田 浩司氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 462－ 2 〃 クビ 322．5�
713 ユイノオトコヤマ 牡3鹿 56 吉田 豊由井健太郎氏 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 456＋ 41：49．0� 10．2�
48 カドゥケウス 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 488＋101：49．32 279．7
35 パディントンブーツ 牡3黒鹿56 木幡 巧也吉見 典子氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 490＋ 81：49．51 267．0�
11 ダノンソレイユ 牝3黒鹿54 松山 弘平�ダノックス 尾関 知人 浦河 三嶋牧場 428± 01：49．71� 107．8�
510 マイネルペルセウス 牡3栗 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 4 〃 クビ 233．8�
24 トキメキセンヒメ 牝3青鹿54 丸田 恭介片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 浦河 北光牧場 430＋101：49．91� 413．4�
714 ショウナンアキーム 牡3鹿 56

54 △横山 琉人国本 哲秀氏 武市 康男 登別 青藍牧場 420＋ 21：50．43 86．2�
36 ア モ 牝3鹿 54 菅原 明良シミズレーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 440－121：50．93 242．7�
815 レッドフローガ 牡3鹿 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468＋ 21：51．0クビ 23．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，357，500円 複勝： 73，295，300円 枠連： 15，194，600円
馬連： 79，021，500円 馬単： 33，403，900円 ワイド： 77，661，800円
3連複： 121，524，700円 3連単： 138，203，500円 計： 598，662，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 160円 � 250円 枠 連（2－6） 880円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 340円 �� 560円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 9，300円

票 数

単勝票数 計 603575 的中 � 197418（1番人気）
複勝票数 計 732953 的中 � 197848（1番人気）� 110023（3番人気）� 55753（5番人気）
枠連票数 計 151946 的中 （2－6） 13303（3番人気）
馬連票数 計 790215 的中 �� 77289（2番人気）
馬単票数 計 334039 的中 �� 17618（3番人気）
ワイド票数 計 776618 的中 �� 63094（2番人気）�� 34705（7番人気）�� 19529（11番人気）
3連複票数 計1215247 的中 ��� 39067（7番人気）
3連単票数 計1382035 的中 ��� 10768（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―35．9―48．2―1：00．6―1：13．0―1：24．4―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

オールマイデイズ �
�
父 リアルスティール �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．11．27 東京5着

2020．3．8生 牡3鹿 母 ロ ザ リ ン ド 母母 シ ー ザ リ オ 3戦1勝 賞金 7，600，000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） 1頭 ノットファウンド号
（非抽選馬） 5頭 サッチモ号・シロノクミキョク号・ニシノスナイパー号・ニシノレヴナント号・ベルウッドミカサ号
※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。

03066 2月12日 晴 良 （5東京1） 第6日 第6競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時00分 （芝・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
2：20．6
2：20．6

良
良

89 ワープスピード 牡4鹿 57 菅原 明良山田 弘氏 高木 登 安平 ノーザンファーム B496＋ 22：25．5 6．9�
66 ラ イ リ ッ ズ 牡4栗 57 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 492＋ 22：25．7� 3．6�
33 フジマサフリーダム 牡4芦 57 木幡 巧也藤原 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± 02：26．12� 12．1�
22 リ ニ ュ ー 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �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 B448＋ 42：26．31� 18．4�
810 エリカヴァレリア 牝5鹿 56 M．デムーロ三木 正浩氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 470＋ 62：26．4� 3．2�
11 ボ ン ベ ー ル 牡7鹿 58 内田 博幸木部 厳生氏 辻 哲英 日高 木部ファーム 506＋ 22：26．93 11．5	
77 サイモンバロン 牡4鹿 57 田辺 裕信澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 新井 昭二 484＋ 62：27．43� 3．6

78 バルンストック 	6黒鹿 58

57 ☆永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 496＋ 82：28．67 218．6�

44 サツキハピネス 牝5黒鹿56 松山 弘平小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか タガミファーム 454－ 42：29．02� 85．6
55 
 ヴ ラ デ ィ ア 牡4青 57 吉田 豊小泉 修氏 小西 一男 登別 登別上水牧場 480± 02：30．06 241．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，640，900円 複勝： 58，913，100円 枠連： 11，210，100円
馬連： 74，141，100円 馬単： 32，014，600円 ワイド： 63，227，200円
3連複： 100，823，500円 3連単： 146，089，500円 計： 539，060，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 180円 � 320円 枠 連（6－8） 400円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 480円 �� 920円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 19，600円

票 数

単勝票数 計 526409 的中 � 60704（4番人気）
複勝票数 計 589131 的中 � 68168（4番人気）� 99067（3番人気）� 40726（6番人気）
枠連票数 計 112101 的中 （6－8） 21641（1番人気）
馬連票数 計 741411 的中 �� 42420（6番人気）
馬単票数 計 320146 的中 �� 8536（12番人気）
ワイド票数 計 632272 的中 �� 34862（7番人気）�� 16909（16番人気）�� 25808（8番人気）
3連複票数 計1008235 的中 ��� 21542（16番人気）
3連単票数 計1460895 的中 ��� 5402（87番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．8―12．5―12．3―12．1―11．8―11．8―11．8―11．7―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．8―37．6―50．1―1：02．4―1：14．5―1：26．3―1：38．1―1：49．9―2：01．6―2：13．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワープスピード �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．7．4 福島4着

2019．2．14生 牡4鹿 母 ディープラヴ 母母 シーズインクルーデッド 12戦2勝 賞金 24，950，000円
〔制裁〕 ワープスピード号の騎手菅原明良は，決勝線手前での御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



03067 2月12日 晴 重 （5東京1） 第6日 第7競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走13時30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
1：33．5
1：33．3

重
良

814 サンライズジーク 牡3鹿 56 M．デムーロ�ライフハウス 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 500－101：35．5 8．6�
46 ブレイゼスト 牡3鹿 56 石橋 脩水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 540＋101：35．71 19．9�
815 ネイビースター 牡3青鹿56 吉田 隼人保坂 和孝氏 林 徹 洞�湖 レイクヴィラファーム 536－ 6 〃 クビ 2．6�
22 フィンガークリック 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 502－ 21：36．22� 32．1�
611 フ リ ッ パ ー 牡3鹿 56 C．ルメール 谷掛 龍夫氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 500± 0 〃 アタマ 9．3�
713 サンデュエル 牡3鹿 56 T．バシュロ 	シルクレーシング 栗田 徹 浦河 桑田牧場 498＋121：36．51	 63．3


（仏）

34 レ ス ト ア 牡3黒鹿56 菅原 明良�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ 512＋ 61：36．6	 152．2�

35 ナイトキャッスル 牡3鹿 56 戸崎 圭太 	シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 524＋22 〃 ハナ 9．0�

610 マイネルカーライル 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 41：36．7アタマ 57．0

23 ロ ミ オ ボ ス 牡3栗 56
54 △横山 琉人加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470＋ 4 〃 クビ 129．1�

11 カムランベイ 牡3鹿 56 田辺 裕信ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510－ 2 〃 アタマ 37．5�

59 バリアントバイオ 牡3栗 56 松山 弘平バイオ� 今野 貞一 日高 中館牧場 B512＋ 41：36．8クビ 8．3�
58 トルズイーガー 牡3鹿 56

55 ☆永野 猛蔵岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 518－ 4 〃 ハナ 94．5�
47 ミラーオブマインド 牡3栗 56 横山 和生 	社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 486＋141：36．91 3．9�
712 ジャックパール 牡3鹿 56

54 △山田 敬士吉川 朋宏氏 鈴木慎太郎 日高 サンバマウン
テンファーム 462＋ 41：37．53� 426．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 68，303，500円 複勝： 93，621，100円 枠連： 20，906，200円
馬連： 110，011，300円 馬単： 42，004，100円 ワイド： 101，411，300円
3連複： 168，515，900円 3連単： 173，794，000円 計： 778，567，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 250円 � 330円 � 140円 枠 連（4－8） 380円

馬 連 �� 8，190円 馬 単 �� 15，180円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 520円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 6，440円 3 連 単 ��� 65，380円

票 数

単勝票数 計 683035 的中 � 63182（4番人気）
複勝票数 計 936211 的中 � 86225（4番人気）� 59534（7番人気）� 221504（1番人気）
枠連票数 計 209062 的中 （4－8） 42357（1番人気）
馬連票数 計1100113 的中 �� 10401（25番人気）
馬単票数 計 420041 的中 �� 2075（44番人気）
ワイド票数 計1014113 的中 �� 9535（26番人気）�� 53428（5番人気）�� 25522（11番人気）
3連複票数 計1685159 的中 ��� 19622（22番人気）
3連単票数 計1737940 的中 ��� 1927（206番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．0―11．7―12．5―12．3―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．1―45．8―58．3―1：10．6―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズジーク �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2022．9．11 中京5着

2020．5．15生 牡3鹿 母 プロヴィナージュ 母母 ボーンスター 5戦2勝 賞金 15，800，000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。

03068 2月12日 晴 良 （5東京1） 第6日 第8競走 ��1，600�4歳以上2勝クラス
発走14時00分 （芝・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
1：30．5
1：30．3

良
良

812 エターナルタイム 牝4青鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 490＋141：33．5 1．4�
68 アスクコンナモンダ 牡4栗 58 川田 将雅廣崎利洋HD� 中内田充正 千歳 社台ファーム 450－ 21：33．92� 3．3�
33 ニシノレバンテ 牡4鹿 58 杉原 誠人西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 折手牧場 494± 01：34．1� 47．7�
811 ノーダブルディップ 牡5鹿 58 津村 明秀丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 550＋ 6 〃 アタマ 28．9�
56 � ジッピーレーサー 	6鹿 58 菅原 明良岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule B470－ 61：34．52� 153．8	
22 アトリビュート 牝6鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 458± 01：34．6� 10．9

710 パトリックハンサム 牡4青鹿58 内田 博幸宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 476＋ 41：34．81� 176．1�
79 タケルジャック 牡5青鹿 58

56 △原 優介森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか チャンピオンズファーム 476－ 81：35．01
 319．3�
11 ショーヒデキラ 牡7鹿 58 M．デムーロ吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 498＋14 〃 クビ 63．0
67 チアチアクラシカ 牝6鹿 56 吉田 豊藤田 在子氏 西田雄一郎 日高 天羽 禮治 508± 0 〃 クビ 23．5�
55 オメガロマンス 牝5黒鹿56 横山 和生原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B460± 01：35．63� 20．7�
44 ヤ ウ ガ ウ 	6鹿 58

57 ☆永野 猛蔵 �Gリビエール・
レーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：35．81
 263．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 67，018，900円 複勝： 209，494，700円 枠連： 17，433，100円
馬連： 100，792，100円 馬単： 58，365，400円 ワイド： 81，698，200円
3連複： 139，442，000円 3連単： 267，113，200円 計： 941，357，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 110円 � 350円 枠 連（6－8） 150円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 240円

ワ イ ド �� 130円 �� 640円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 2，510円

票 数

単勝票数 計 670189 的中 � 363807（1番人気）
複勝票数 計2094947 的中 � 1578797（1番人気）� 207327（2番人気）� 27297（7番人気）
枠連票数 計 174331 的中 （6－8） 84888（1番人気）
馬連票数 計1007921 的中 �� 450728（1番人気）
馬単票数 計 583654 的中 �� 180498（1番人気）
ワイド票数 計 816982 的中 �� 243081（1番人気）�� 24174（10番人気）�� 17575（13番人気）
3連複票数 計1394420 的中 ��� 88337（5番人気）
3連単票数 計2671132 的中 ��� 76901（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―35．9―47．7―59．3―1：10．2―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．2
3 3－（12，11）（2，6）－8（7，10）－（4，9）－1，5 4 ・（3，11）12－（2，6）－8（7，10）（4，9）－1－5

勝馬の
紹 介

エターナルタイム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．2．5 東京3着

2019．4．7生 牝4青鹿 母 マジックタイム 母母 タイムウィルテル 5戦3勝 賞金 28，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



03069 2月12日 晴 良 （5東京1） 第6日 第9競走 ��
��1，800�

は つ ね

初音ステークス
発走14時35分 （芝・左）
牝，4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳55�5歳以上56�

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．8

良
良

510 コスタボニータ 牝4芦 55 松山 弘平谷掛 龍夫氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 456± 01：46．6 31．3�
11 タガノパッション 牝5鹿 56 川田 将雅八木 良司氏 武 幸四郎 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 41：46．7クビ 5．8�
59 ローゼライト 牝5鹿 56 北村 宏司中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B440－ 41：46．91� 57．2�
714 ブルームスベリー 牝6鹿 56 吉田 隼人 �社台レースホース嘉藤 貴行 千歳 社台ファーム B468＋ 4 〃 ハナ 154．6�
23 アインゲーブング 牝5鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 2 〃 	 93．8	
816 ホウオウラスカーズ 牝5黒鹿56 菅原 明良小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：47．0クビ 50．2

36 ノワールドゥジェ 牝5青 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 クビ 10．6�
611 モリノカンナチャン 牝5鹿 56 永野 猛蔵森 和久氏 大江原 哲 登別 青藍牧場 456＋ 41：47．1クビ 193．6�
713 リアグラシア 牝4黒鹿55 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 498－ 2 〃 アタマ 2．3
815 ス ト ー リ ア 牝4鹿 55 T．バシュロ �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 488－ 2 〃 ハナ 3．8�

（仏）

12 ウインエクレール 牝4鹿 55 三浦 皇成�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 474－ 8 〃 アタマ 11．3�
612 サンタグラシア 牝5栗 56 大野 拓弥 �社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418－ 61：47．2クビ 249．1�
35 アルーリングウェイ 牝4黒鹿55 石橋 脩 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 21：47．51
 18．5�
48 ミスフィガロ 牝5鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 426＋ 4 〃 クビ 19．9�
47 オ ハ ナ 牝8青鹿56 石川裕紀人金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 440－ 41：47．71� 291．4�
（15頭）

24 スノームーン 牝5鹿 56 木幡 巧也�NICKS 萩原 清 日高 日高大洋牧場 474＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 91，879，000円 複勝： 122，742，900円 枠連： 25，958，300円
馬連： 154，123，900円 馬単： 63，343，700円 ワイド： 143，577，500円
3連複： 243，705，700円 3連単： 295，612，400円 計： 1，140，943，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，130円 複 勝 � 890円 � 220円 � 930円 枠 連（1－5） 3，230円

馬 連 �� 6，860円 馬 単 �� 18，370円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 14，270円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 84，970円 3 連 単 ��� 526，580円

票 数

単勝票数 差引計 918790（返還計 2195） 的中 � 23468（8番人気）
複勝票数 差引計1227429（返還計 4125） 的中 � 32036（8番人気）� 181982（3番人気）� 30728（9番人気）
枠連票数 差引計 259583（返還計 76） 的中 （1－5） 6226（12番人気）
馬連票数 差引計1541239（返還計 9497） 的中 �� 17404（20番人気）
馬単票数 差引計 633437（返還計 4261） 的中 �� 2586（49番人気）
ワイド票数 差引計1435775（返還計 11560） 的中 �� 17613（21番人気）�� 2552（62番人気）�� 13212（26番人気）
3連複票数 差引計2437057（返還計 28767） 的中 ��� 2151（137番人気）
3連単票数 差引計2956124（返還計 33486） 的中 ��� 407（777番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―36．5―48．5―1：00．5―1：12．1―1：23．1―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

コスタボニータ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Kendor デビュー 2021．11．21 阪神2着

2019．4．29生 牝4芦 母 レ デ ィ イ ン 母母 Super Vite 9戦4勝 賞金 55，036，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時40分に変更。
〔競走除外・発走状況〕 スノームーン号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し，疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除

外。発走時刻7分遅延。
ウインエクレール号は，発進不良〔外側に逃避〕。
ホウオウラスカーズ号は，発進不良〔出遅れ〕。

〔制裁〕 スノームーン号の騎手木幡巧也は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スノームーン号は，令和5年2月13日から令和5年3月14日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔調教再審査〕 ウインエクレール号・ホウオウラスカーズ号は，発走調教再審査。
※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。
（非当選馬） 1頭 エリオトローピオ号
（非抽選馬） 3頭 オンリーオピニオン号・パーソナルハイ号・ヘッズオアテールズ号
※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。

03070 2月12日 晴 重 （5東京1） 第6日 第10競走 ��
��1，400�バレンタインステークス

発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：57�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額600万円毎1�増，�：57�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

35 ハ セ ド ン 牡4栗 57 横山 和生三木 正浩氏 安田 翔伍 浦河 杵臼牧場 B476－ 21：22．0 6．4�
815 ルフトシュトローム 	6鹿 60 福永 祐一 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：22．21 66．3�
714
 ディアノイア 牝5黒鹿56 松山 弘平杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 470± 01：22．52 18．4�
612 レッドゲイル 牡4栗 58 C．ルメール �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 信岡牧場 464－ 41：23．02� 2．0�
47 � コラルノクターン 牡6鹿 58 岡田 祥嗣グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training

Center, LLC B514－ 41：23．1 52．4	
59 � アメリカンシード 牡6鹿 59 武藤 雅 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 米 Courtlandt

Farm 486＋ 6 〃 ハナ 152．1

12 ロードシュトローム 牡5鹿 58 内田 博幸 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 522＋ 21：23．2 10．1�
816 ヴァルキュリア 牝6鹿 56 T．バシュロ �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 478－ 21：23．3クビ 5．2�

（仏）

713 ダノングリスター 	7鹿 58 菊沢 一樹�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B492－ 41：23．51� 214．2
611� アンセッドヴァウ 	6栗 58 北村 宏司加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.

Rutherford 452－121：23．6� 136．3�
23 カセノダンサー 牝4栗 56 吉田 隼人平川 進氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 470－12 〃 ハナ 11．9�
36 アルピニズム 牡6鹿 58 永野 猛蔵吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 488－ 41：24．02 366．1�
24 ラ ス ト マ ン 牡6栗 58 大野 拓弥堂守 貴志氏 戸田 博文 新冠 カミイスタット 486＋ 41：24．1 423．0�
11 オセアダイナスティ 牡5栗 58 M．デムーロ XIAOジャパン 加藤 征弘 新冠 村田牧場 B512－ 41：24．2クビ 33．6�
510 コンバスチョン 牡4鹿 60 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 B520＋171：24．94 15．0�
48 レイモンドバローズ 牡5鹿 58 津村 明秀猪熊 広次氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 496＋ 41：25．21� 46．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 105，124，700円 複勝： 124，088，600円 枠連： 33，139，500円
馬連： 188，974，300円 馬単： 82，023，300円 ワイド： 157，550，100円
3連複： 297，613，200円 3連単： 371，080，800円 計： 1，359，594，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 280円 � 1，420円 � 510円 枠 連（3－8） 1，640円

馬 連 �� 21，010円 馬 単 �� 35，740円

ワ イ ド �� 6，650円 �� 1，480円 �� 9，510円

3 連 複 ��� 99，110円 3 連 単 ��� 443，940円

票 数

単勝票数 計1051247 的中 � 130487（3番人気）
複勝票数 計1240886 的中 � 134794（3番人気）� 20303（11番人気）� 62846（7番人気）
枠連票数 計 331395 的中 （3－8） 15613（6番人気）
馬連票数 計1889743 的中 �� 6968（39番人気）
馬単票数 計 820233 的中 �� 1721（67番人気）
ワイド票数 計1575501 的中 �� 6035（49番人気）�� 28285（18番人気）�� 4209（57番人気）
3連複票数 計2976132 的中 ��� 2252（158番人気）
3連単票数 計3710808 的中 ��� 606（726番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―11．0―11．7―12．0―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．5―33．5―45．2―57．2―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ セ ド ン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．11．21 東京6着

2019．4．23生 牡4栗 母 クイーンオリーブ 母母 オリーブブランチ 7戦4勝 賞金 53，244，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時15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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グレートウォリアー号・ゴールドパラディン号・ディサーニング号
（非抽選馬） 5頭 イバル号・クリノフラッシュ号・サンライズラポール号・スペクタクル号・メイショウテンスイ号
※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。

２レース目



03071 2月12日 晴 良 （5東京1） 第6日 第11競走 ��
��1，800�第57回共 同 通 信 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （トキノミノル記念） （芝・左）
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

共同通信社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．8

良
良

68 ファントムシーフ 牡3鹿 56 C．ルメール �ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 502± 01：47．0 4．1�
55 タッチウッド 牡3鹿 56 T．バシュロ吉田 和美氏 武 幸四郎 新冠 村田牧場 528＋ 41：47．21	 9．2�

（仏）

11 ダノンザタイガー 牡3黒鹿56 川田 将雅�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 クビ 3．6�
56 タスティエーラ 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 ハナ 3．7�
811 ウインオーディン 牡3黒鹿56 横山 和生�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 81：47．51
 69．2	
44 シーズンリッチ 牡3鹿 56 吉田 隼人宇田 豊氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 〃 クビ 101．5

22 コレペティトール 牡3栗 56 松山 弘平加藤 誠氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 472± 01：47．6
 39．6�
67 シルバースペード 牡3黒鹿56 吉田 豊 Ninomiyaジャパン

レーシング 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 468－ 61：47．81	 284．7�
79 � レイベリング 牡3鹿 56 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 英 Sir Nicholas &

Lady Nugent 472＋ 21：48．11� 4．7
812 ロードプレイヤー 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 アイズスタッド株式会社 452＋121：48．2
 18．1�
33 キョウエイブリッサ 牡3鹿 56 三浦 皇成田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山口 義彦 470＋ 61：48．62
 59．5�
710 シュタールヴィント 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 440－ 61：48．92 39．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 401，538，200円 複勝： 394，361，700円 枠連： 120，482，600円 馬連： 784，801，800円 馬単： 296，234，300円
ワイド： 623，342，800円 3連複： 1，364，039，900円 3連単： 1，920，002，000円 5重勝： 737，822，800円 計： 6，642，626，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 250円 � 130円 枠 連（5－6） 650円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 600円 �� 310円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 13，800円

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

キャリーオーバー なし����� 276，330円

票 数

単勝票数 計4015382 的中 � 773701（3番人気）
複勝票数 計3943617 的中 � 688942（2番人気）� 302669（5番人気）� 931292（1番人気）
枠連票数 計1204826 的中 （5－6） 142550（3番人気）
馬連票数 計7848018 的中 �� 313322（9番人気）
馬単票数 計2962343 的中 �� 61473（17番人気）
ワイド票数 計6233428 的中 �� 266544（7番人気）�� 597586（1番人気）�� 197733（9番人気）
3連複票数 計13640399 的中 ��� 411268（10番人気）
3連単票数 計19200020 的中 ��� 100862（45番人気）
5重勝票数 計7378228 的中 ����� 1869

ハロンタイム 12．9―11．1―11．3―12．4―12．8―12．4―11．3―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．3―47．7―1：00．5―1：12．9―1：24．2―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

ファントムシーフ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2022．6．18 阪神1着

2020．2．22生 牡3鹿 母 ル パ ン Ⅱ 母母 Promising Lead 4戦3勝 賞金 74，574，000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。

03072 2月12日 曇 重 （5東京1） 第6日 第12競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

35 レイニーデイ 牡5鹿 58 江田 照男大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 高昭牧場 562＋121：23．0 41．3�
59 スプラウティング 牡4栗 58 石橋 脩ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B508＋121：23．21� 8．0�
612 フィールザワールド 牡5鹿 58 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 488± 01：23．51� 26．4�
816 アポロプラネット 牡4青鹿 58

57 ☆永野 猛蔵星野 �男氏 伊藤 圭三 日高 天羽 禮治 508＋ 2 〃 アタマ 6．4�
23 ワーズワース 牡5黒鹿58 C．ルメール �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 510＋ 41：23．6アタマ 3．8	
714� サトノムスタング 牡5黒鹿58 松山 弘平里見 治紀氏 大和田 成 米 Haymarket

Farm LLC 474－ 6 〃 ハナ 31．2

713 ギャラクシーナイト 牡4青鹿58 菊沢 一樹ライオンレースホース� 菊沢 隆徳 浦河 杵臼牧場 506＋ 2 〃 アタマ 16．2�
24 バ ス マ テ ィ 牝4鹿 56 T．バシュロ多田 信尊氏 蛯名 正義 新ひだか 小野 秀治 456＋ 6 〃 ハナ 71．3�

（仏）

36 マイグレーション 牡5黒鹿58 三浦 皇成野村 茂雄氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 510－ 21：23．81	 53．0
48 ロードジャスティス 牡4栗 58 横山 和生 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B466－ 41：23．9	 9．3�
815 ジェイエルエース 牝4栗 56 田辺 裕信橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 480＋ 21：24．0クビ 12．6�
12 ロゼキルシュ 牝6栗 56 津村 明秀�トップフェロウ伊坂 重信 新ひだか 千代田牧場 494± 0 〃 クビ 35．8�
47 ジョンソンテソーロ 牡4栗 58 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 藤本ファーム B508＋ 81：24．1アタマ 5．8�
11 セブンダートオー 牡4黒鹿58 M．デムーロ前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 B494＋ 61：24．41� 9．2�
611 タケルラスティ 牡6栗 58 福永 祐一森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 21：24．5� 33．9�
510
 ターキッシュバン 牝8鹿 56 丸田 恭介奈良﨑孝一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 折手牧場 448－ 21：28．4大差 402．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 150，737，600円 複勝： 192，060，500円 枠連： 67，555，600円
馬連： 269，452，500円 馬単： 94，050，800円 ワイド： 277，317，900円
3連複： 466，442，700円 3連単： 473，488，200円 計： 1，991，105，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，130円 複 勝 � 1，030円 � 340円 � 520円 枠 連（3－5） 8，110円

馬 連 �� 15，610円 馬 単 �� 42，030円

ワ イ ド �� 4，950円 �� 9，680円 �� 3，120円

3 連 複 ��� 104，020円 3 連 単 ��� 592，880円

票 数

単勝票数 計1507376 的中 � 29175（13番人気）
複勝票数 計1920605 的中 � 45083（13番人気）� 165327（5番人気）� 97459（8番人気）
枠連票数 計 675556 的中 （3－5） 6454（28番人気）
馬連票数 計2694525 的中 �� 13372（55番人気）
馬単票数 計 940508 的中 �� 1678（137番人気）
ワイド票数 計2773179 的中 �� 14440（61番人気）�� 7338（89番人気）�� 23108（38番人気）
3連複票数 計4664427 的中 ��� 3363（293番人気）
3連単票数 計4734882 的中 ��� 579（1615番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．4―47．3―58．9―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レイニーデイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2020．6．14 東京9着

2018．4．10生 牡5鹿 母 マスターチアフル 母母 ホッコービューティ 9戦3勝 賞金 24，860，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 レイニーデイ号の騎手江田照男は，決勝線手前での御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ターキッシュバン号は，「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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 バクシン号・マイナーズライト号・リュウグウハヤブサ号
※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。

５レース目



（5東京1）第6日 2月12日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 175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

280，170，000円
3，020，000円
40，590，000円
1，620，000円
36，590，000円
81，160，000円
5，016，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
1，199，434，200円
1，647，737，900円
374，371，800円
2，046，326，100円
832，135，300円
1，808，577，800円
3，376，348，400円
4，304，786，700円
737，822，800円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 16，327，541，000円

総入場人員 28，853名 （有料入場人員 28，122名）
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