
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

03085 2月19日 曇 稍重 （5東京1） 第8日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時05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

612 ホウオウドラッカー 牡3鹿 56 C．ルメール 小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム B506－ 41：25．2 1．9�
611 サンヴェリー 牡3鹿 56 杉原 誠人ホースアディクト辻 哲英 浦河 高昭牧場 464＋ 61：25．62 61．5�
23 ドウダンミッチー 牡3栗 56 木幡 初也茂木 国久氏 武市 康男 浦河 大道牧場 466± 0 〃 クビ 17．2�
36 オーラビルス 牡3鹿 56 浜中 俊髙橋 徳昭氏 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 516－ 21：26．34 21．1�
12 シャーンゴッセ 牡3黒鹿56 武 豊 �インゼルレーシング 蛯名 正義 浦河 三嶋牧場 484－101：26．61� 16．0�
48 ルーラーリッチ �3鹿 56

54 △横山 琉人宇田 豊氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 482－ 8 〃 アタマ 527．9	
47 オールマキシマム 牝3黒鹿 54

52 △小林 脩斗保谷フミ子氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 452＋ 21：26．91� 17．8

35 アルマロクザン 牝3鹿 54 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 458＋ 6 〃 アタマ 12．6�
815 ナ ム ラ レ オ 牡3黒鹿56 J．モレイラ奈村 睦弘氏 大和田 成 日高 ナカノファーム 442－ 21：27．21� 6．0�

（伯刺）

713 サラサグッドワーク 牡3黒鹿56 坂井 瑠星横井 良明氏 村田 一誠 新ひだか 下屋敷牧場 496＋ 41：27．3� 7．4
714 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 462＋ 21：27．61� 47．2�
816 ナ イ ド ル フ 牡3鹿 56 木幡 巧也吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 512 ―1：28．13� 107．5�
510 アスクトゥマッチ 牡3栗 56

55 ☆永野 猛蔵廣崎 利洋氏 中舘 英二 平取 株式会社
ASK STUD 430＋ 2 〃 アタマ 354．0�

24 トーアタンガロア 牡3鹿 56 菊沢 一樹高山ランド� 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 474－101：28．41� 233．9�
59 マテンロウブルース 牡3青鹿 56

55 ☆秋山 稔樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 金成吉田牧場 448＋ 21：28．93 699．2�
11 ゴルトレオパルト 牡3栗 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新冠 村田牧場 498－ 21：30．28 11．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，292，800円 複勝： 85，739，700円 枠連： 16，075，900円
馬連： 79，152，100円 馬単： 37，305，200円 ワイド： 86，656，400円
3連複： 136，300，500円 3連単： 143，847，300円 計： 641，369，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 1，050円 � 370円 枠 連（6－6） 5，490円

馬 連 �� 6，960円 馬 単 �� 8，690円

ワ イ ド �� 2，690円 �� 680円 �� 6，860円

3 連 複 ��� 18，540円 3 連 単 ��� 80，650円

票 数

単勝票数 計 562928 的中 � 227773（1番人気）
複勝票数 計 857397 的中 � 292875（1番人気）� 13880（11番人気）� 45609（8番人気）
枠連票数 計 160759 的中 （6－6） 2267（19番人気）
馬連票数 計 791521 的中 �� 8807（25番人気）
馬単票数 計 373052 的中 �� 3217（26番人気）
ワイド票数 計 866564 的中 �� 8092（33番人気）�� 34616（8番人気）�� 3122（51番人気）
3連複票数 計1363005 的中 ��� 5512（62番人気）
3連単票数 計1438473 的中 ��� 1293（230番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．9―48．5―1：00．6―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウドラッカー �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．9．4 新潟10着

2020．4．14生 牡3鹿 母 ホウオウパフューム 母母 マチカネタマカズラ 5戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴルトレオパルト号は，「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 グランシャスール号・シンデレラスマイル号・ダリ号・フェルマータ号・ユイアングレイス号
※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。

03086 2月19日 曇 稍重 （5東京1） 第8日 第2競走 2，100�3歳未勝利
発走10時35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

48 ダ ス ク 牡3栗 56 武藤 雅 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 浦河 宮内牧場 464－202：13．9 136．1�
35 ビップスコーピオン 牡3鹿 56 柴田 大知鈴木 邦英氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 450－ 62：14．11� 5．0�
47 モーメントキャッチ 牡3鹿 56 川田 将雅 �YGGホースクラブ 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 496± 02：14．2クビ 1．9�
510 ア ッ テ ィ ラ 牡3栗 56

54 △横山 琉人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 446± 02：14．73 27．7�
24 タリスアマゾン 牡3鹿 56

55 ☆永野 猛蔵高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 460± 02：15．23� 118．5�
36 ショウナンガロ 牡3青鹿56 北村 宏司国本 哲秀氏 武市 康男 新冠 大栄牧場 494－ 22：15．3� 28．6	
714 ディズレーリ 牡3鹿 56 杉原 誠人 
社台レースホース池上 昌和 千歳 社台ファーム 528－ 2 〃 クビ 410．5�
713 イデアユウシン 牡3黒鹿56 菅原 明良益田 修一氏 本間 忍 浦河 谷川牧場 536＋ 22：15．5� 46．0�
59 セイウンミライズ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太西山 茂行氏 奥平 雅士 様似 猿倉牧場 466＋ 62：15．6� 3．3
611 バンクサイド 牡3鹿 56 木幡 初也永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 川越ファーム B518＋ 22：16．02� 10．7�
23 ウィンクルティアラ 牝3黒鹿54 木幡 巧也吉田 千津氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 436＋162：16．64 144．7�
816 ヤ ー ゴ 牡3鹿 56

54 △小林 脩斗門野 重雄氏 大和田 成 日高 奥山牧場 498－102：17．13 156．2�
11 タイムトラベラー 牡3栗 56 水口 優也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 折手牧場 460± 02：17．31� 96．4�
612 クリスマスディナー 牡3鹿 56 横山 武史吉田 千津氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 442＋ 42：17．72� 81．7�
12 テイエムジンハク 牡3芦 56 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 520－ 42：18．87 450．9�
（15頭）

815 ロ ジ ホ ー ム 牡3鹿 56 内田 博幸久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 552＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 48，755，400円 複勝： 153，007，300円 枠連： 19，238，400円
馬連： 73，941，900円 馬単： 39，494，100円 ワイド： 70，775，100円
3連複： 117，711，400円 3連単： 162，968，500円 計： 685，892，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，610円 複 勝 � 1，780円 � 150円 � 110円 枠 連（3－4） 400円

馬 連 �� 59，500円 馬 単 �� 163，640円

ワ イ ド �� 9，960円 �� 3，350円 �� 240円

3 連 複 ��� 19，880円 3 連 単 ��� 431，210円

票 数

単勝票数 差引計 487554（返還計 3823） 的中 � 2864（11番人気）
複勝票数 差引計1530073（返還計 9399） 的中 � 5767（12番人気）� 123395（3番人気）� 1031779（1番人気）
枠連票数 差引計 192384（返還計 126） 的中 （3－4） 36945（2番人気）
馬連票数 差引計 739419（返還計 16745） 的中 �� 963（46番人気）
馬単票数 差引計 394941（返還計 8885） 的中 �� 181（97番人気）
ワイド票数 差引計 707751（返還計 22943） 的中 �� 1588（45番人気）�� 4783（25番人気）�� 93810（2番人気）
3連複票数 差引計1177114（返還計 57312） 的中 ��� 4440（42番人気）
3連単票数 差引計1629685（返還計 69490） 的中 ��� 274（451番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．4―31．8―44．7―57．3―1：09．7―1：21．9―1：34．5―1：47．7―2：00．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．4
1
3
11（8，13，16）（5，9）（3，14）7（1，2，10）（6，12）4
11（13，16）（8，5，9，14）－7－（3，2，10）（1，6）－12，4

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダ ス ク �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2022．10．16 東京15着

2020．4．21生 牡3栗 母 フォルクスオーパー 母母 ゴールデンハピネス 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走除外〕 ロジホーム号は，枠内駐立不良〔坐る〕。疾病〔両飛節部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ロジホーム号は，令和5年2月20日から令和5年3月21日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウィズフィリップ号・ビッグアメリカン号・ファートム号

第１回 東京競馬 第８日



03087 2月19日 曇 稍重 （5東京1） 第8日 第3競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走11時05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

816 スマートフォルス 牡3鹿 56 武 豊大川 徹氏 吉村 圭司 日高 株式会社ス
マート 478－ 21：24．4 7．1�

47 ミラクルティアラ 牝3栗 54 福永 祐一 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 434－ 61：24．82� 4．7�
713 ス ク ー バ ー 牡3栗 56 横山 武史�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 490－ 21：25．01� 1．9�
611� ズンガリプテルス 牡3栗 56 大野 拓弥谷口 祐人氏 土田 稔 浦河 斉藤英牧場 484－ 81：25．64 157．7�
35 � モズアカボス 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer Wind

Equine LLC 496－ 21：25．7� 17．6�
714 アステロイドメア 牝3鹿 54

52 △横山 琉人荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 478＋ 2 〃 アタマ 24．7	
59 グラスシフォン 牝3栗 54 津村 明秀半沢
 松山 将樹 新ひだか 岡田牧場 414－ 61：25．8クビ 105．1�
48 ニシノシークレット 牡3青 56 杉原 誠人西山 茂行氏 村田 一誠 新ひだか 本桐牧場 484＋ 41：26．22� 155．2�
612 ミラクルキャッツ 牝3鹿 54 J．モレイラ 
シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 452－ 21：26．41� 11．3

（伯刺）

36 ヤングワールド 牡3栗 56 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 560＋ 81：26．61 25．4�
23 ジェイケイファイン 牡3栗 56 内田 博幸小谷野次郎氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 468＋ 2 〃 ハナ 53．3�
12 ベアカワイコチャン 牝3栗 54 浜中 俊熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新ひだか 沖田 忠幸 478± 01：27．02� 102．4�
510 サノノウォーリア 牡3鹿 56 石川裕紀人佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 480－ 21：27．42� 106．2�
815 イルディヴィーノ 牡3鹿 56 C．ルメール 
キャロットファーム 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 478－ 61：27．82� 13．3�
24 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 458＋ 21：28．22� 84．3�
11 トウカイラメール 牡3栗 56 木幡 巧也内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 478± 01：29．910 144．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，322，700円 複勝： 107，313，900円 枠連： 23，155，600円
馬連： 99，257，900円 馬単： 45，773，200円 ワイド： 108，153，300円
3連複： 167，304，800円 3連単： 182，034，500円 計： 804，315，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 180円 � 140円 � 110円 枠 連（4－8） 1，140円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 360円 �� 330円 �� 200円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 7，500円

票 数

単勝票数 計 713227 的中 � 79486（3番人気）
複勝票数 計1073139 的中 � 97222（3番人気）� 158185（2番人気）� 439832（1番人気）
枠連票数 計 231556 的中 （4－8） 15687（5番人気）
馬連票数 計 992579 的中 �� 50703（4番人気）
馬単票数 計 457732 的中 �� 10963（10番人気）
ワイド票数 計1081533 的中 �� 68953（4番人気）�� 76850（2番人気）�� 156961（1番人気）
3連複票数 計1673048 的中 ��� 126583（1番人気）
3連単票数 計1820345 的中 ��� 17579（12番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．8―12．6―12．3―11．7―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートフォルス �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ロードカナロア デビュー 2022．11．19 阪神1着

2020．5．8生 牡3鹿 母 スマートレグルス 母母 ルビーレジェンド 3戦2勝 賞金 14，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時10分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイラメール号は，「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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アスターチェンチ号・ジャスリー号・スズカコーズ号・セイジグラット号・テンコマンドゥール号・

ハードワイヤード号・マホロバ号
※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。

03088 2月19日 曇 良 （5東京1） 第8日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時35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

24 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 498－ 41：47．6 79．2�

23 ノットファウンド 牝3黒鹿54 戸崎 圭太江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490－ 41：47．81� 8．4�
36 イケイケドンドン 牡3鹿 56 大野 拓弥新井原 博氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 460－ 21：47．9クビ 51．7�
510 ガ レ ス ト ロ 牡3鹿 56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 506＋ 8 〃 クビ 1．9�
611 ランビリーゾ 牡3栗 56 坂井 瑠星 �シルクレーシング 斎藤 誠 洞�湖 レイクヴィラファーム 460＋14 〃 ハナ 22．1	
48 ウインアチーヴ 牡3鹿 56 T．バシュロ�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 486± 01：48．32� 20．4


（仏）

815 ダ ッ ト 牝3黒鹿 54
52 △原 優介鈴木 康弘氏 小手川 準 日高 奥山牧場 432± 01：48．4� 31．7�

35 ダグフォース 牡3栗 56 横山 武史藤田 晋氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：48．5� 33．6�
714 アドマイヤサジー 牝3黒鹿54 福永 祐一近藤 旬子氏 宮田 敬介 洞�湖 レイクヴィラファーム 428± 0 〃 クビ 32．2
612 トリオンファーレ 牡3黒鹿56 石川裕紀人平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 ハナ 37．0�
59 クインズカムイ 牝3鹿 54 浜中 俊 �ケイアイスタリオン 加藤 征弘 新冠 隆栄牧場 476± 01：48．6� 6．0�
816 ロフティーイデアル 牝3鹿 54 津村 明秀�G1レーシング 林 徹 安平 追分ファーム 470－10 〃 ハナ 98．3�
12 ヴァイルマティ 牝3青鹿54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 486－12 〃 ハナ 4．9�
47 ヴァーナルブルーム 牝3鹿 54 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 438＋ 41：49．13 302．8�
713 コスモレンブランサ 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 浦河 小林 正仁 424－ 41：49．63 387．3�
11 ラヴァンドラ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹佐藤 啓子氏 蛯名 利弘 新冠 佐藤牧場 424± 01：50．55 543．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，796，900円 複勝： 75，221，300円 枠連： 18，407，100円
馬連： 85，877，400円 馬単： 37，252，400円 ワイド： 89，275，600円
3連複： 134，376，300円 3連単： 140，343，700円 計： 643，550，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，920円 複 勝 � 1，190円 � 250円 � 810円 枠 連（2－2） 15，850円

馬 連 �� 18，240円 馬 単 �� 48，500円

ワ イ ド �� 4，850円 �� 9，560円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 110，380円 3 連 単 ��� 900，430円

票 数

単勝票数 計 627969 的中 � 6337（12番人気）
複勝票数 計 752213 的中 � 14864（12番人気）� 93504（4番人気）� 22420（8番人気）
枠連票数 計 184071 的中 （2－2） 900（27番人気）
馬連票数 計 858774 的中 �� 3647（39番人気）
馬単票数 計 372524 的中 �� 576（79番人気）
ワイド票数 計 892756 的中 �� 4743（40番人気）�� 2390（56番人気）�� 7564（29番人気）
3連複票数 計1343763 的中 ��� 913（170番人気）
3連単票数 計1403437 的中 ��� 113（1056番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．7―11．8―12．4―12．6―11．5―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．1―47．9―1：00．3―1：12．9―1：24．4―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ウィステリアリヴァ �
�
父 ロ ゴ タ イ プ �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2023．2．4 東京5着

2020．5．16生 牡3鹿 母 クルールヴィオラ 母母 ナナヨーストーム 2戦1勝 賞金 6，120，000円
※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） 1頭 ノーブルマルシェ号
（非抽選馬） 4頭 サッチモ号・シュネーガッツ号・セイウンパシュート号・プロトカルチャー号
※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。



03089 2月19日 曇 良 （5東京1） 第8日 第5競走 ��1，600�3歳新馬
発走12時25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

714� ジオッコピアノ 牡3栗 56 T．バシュロ吉田 和美氏 田中 博康 米 Craig B.
Singer 526 ―1：38．5 2．1�

（仏）

815� オーディブルコール 牝3青鹿54 J．モレイラ �サンデーレーシング 池江 泰寿 英 Northern
Farm 500 ―1：38．71� 2．6�

（伯刺）

12 パープルナイト 牡3栗 56 西村 太一�木村牧場 堀内 岳志 日高 木村牧場 504 ―1：39．65 21．9�
35 ショウナンカブト 牡3鹿 56 坂井 瑠星�湘南 戸田 博文 新ひだか グランド牧場 536 ―1：39．91� 11．7�
59 ユイノイチゲキ 牡3栗 56 木幡 初也由井健太郎氏 深山 雅史 日高 中館牧場 512 ―1：40．53� 32．0�
47 コルニチェロ 牡3鹿 56 M．デムーロ前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466 ―1：41．67 34．2	
23 シャインフェーブス 牡3黒鹿 56

53 ▲西塚 洸二ウエスト．フォレスト．
ステイブル
 高木 登 浦河 谷川牧場 494 ―1：41．91� 58．6�

612 スターウイン 牝3黒鹿54 三浦 皇成安原 浩司氏 高橋 文雅 新ひだか 岡田牧場 394 ― 〃 クビ 40．6�
713 コ ウ セ イ 牡3黒鹿56 木幡 育也仲谷 善彰氏 青木 孝文 新冠 小泉牧場 488 ―1：42．21� 94．0
816 ココマンダリン 牝3栗 54

53 ☆永野 猛蔵越村 洋子氏 久保田貴士 新冠 ハシモトフアーム 458 ―1：42．73 18．8�
611 ヒ ナ ヒ ナ 牝3鹿 54 木幡 巧也小林 由明氏 牧 光二 新冠 新冠伊藤牧場 446 ―1：42．91� 14．4�
36 ニットウアイアン 牡3黒鹿56 武士沢友治藤井 謙氏 鈴木 伸尋 新ひだか 沖田 忠幸 468 ―1：43．43 160．2�
11 トレメンダスハート 牡3鹿 56 菅原 明良岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 488 ―1：43．93� 73．0�
510 チェリーロシアン 牡3芦 56

54 △小林 脩斗櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 518 ―1：44．53� 221．6�
48 ミュークレア 牝3栗 54 江田 照男庄司 紫紀氏 稲垣 幸雄 青森 石田 英機 490 ―1：45．88 111．0�
24 スターグローリー 牝3黒鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 浦河 北俣ファーム 454 ―1：46．01� 102．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，336，000円 複勝： 51，239，200円 枠連： 18，520，500円
馬連： 71，509，000円 馬単： 35，558，200円 ワイド： 69，069，300円
3連複： 106，101，200円 3連単： 130，642，000円 計： 538，975，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 120円 � 270円 枠 連（7－8） 210円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 150円 �� 760円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 3，380円

票 数

単勝票数 計 563360 的中 � 207642（1番人気）
複勝票数 計 512392 的中 � 144134（1番人気）� 126056（2番人気）� 29352（6番人気）
枠連票数 計 185205 的中 （7－8） 65688（1番人気）
馬連票数 計 715090 的中 �� 248628（1番人気）
馬単票数 計 355582 的中 �� 63407（1番人気）
ワイド票数 計 690693 的中 �� 166369（1番人気）�� 18208（10番人気）�� 21401（8番人気）
3連複票数 計1061012 的中 ��� 63899（3番人気）
3連単票数 計1306420 的中 ��� 27977（6番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．4―12．6―12．8―12．4―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．9―48．5―1：01．3―1：13．7―1：25．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．2
3 ・（2，9）11（5，14，15）－16（4，8）7，12，13－3－（1，6）＝10 4 ・（2，9）11（5，14）15，16－7（4，8）12，13－3（1，6）＝10

勝馬の
紹 介

�ジオッコピアノ �
�
父 Justify �

�
母父 Silver Deputy 初出走

2020．2．17生 牡3栗 母 Haddie Be Good 母母 Haddie 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 ショウナンカブト号の調教師戸田博文は，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。

ユイノイチゲキ号の騎手木幡初也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミュークレア号・スターグローリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月

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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クリノアルバトロス号・マロンロシェ号・ロゴナンバーワン号
※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。

03090 2月19日 曇 良 （5東京1） 第8日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時55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
1：30．5
1：30．3

良
良

44 ノッキングポイント 牡3栗 56 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：32．9 3．2�
710 バルサムノート 牡3黒鹿56 J．モレイラ吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：33．21� 3．4�

（伯刺）

812 スズハローム 牡3鹿 56 戸崎 圭太森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 456－ 4 〃 アタマ 10．6�
22 シルトホルン 牡3黒鹿56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 新開 幸一 新冠 飛渡牧場 460± 0 〃 ハナ 7．6�
79 ホウオウスーペリア 牡3鹿 56 坂井 瑠星小笹 芳央氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 21：33．83� 35．2	
68 マイネルフォルツァ 牡3栗 56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 金成 貴史 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 490－ 81：34．22� 76．6

811 ニシノライコウ 牡3黒鹿 56

55 ☆永野 猛蔵西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中山 高鹿康 484± 01：34．3� 7．0�
67 ロードディフィート 牡3鹿 56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 和田 勇介 日高 藤本ファーム 430－ 8 〃 アタマ 7．0�
56 ルージュクレセント 牝3鹿 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 国枝 栄 新ひだか 友田牧場 444－ 21：34．4� 13．3
55 トーセントラム 牡3鹿 56

54 △原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 444＋ 41：34．5クビ 155．8�

11 	 ノイジーアプローチ 牡3鹿 56 横山 武史ゴドルフィン 手塚 貴久 愛 Godolphin B490± 01：34．82 70．2�
33 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 432－ 41：35．33 422．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 71，257，400円 複勝： 94，416，200円 枠連： 15，123，200円
馬連： 96，099，000円 馬単： 38，929，400円 ワイド： 92，888，400円
3連複： 137，475，500円 3連単： 158，442，000円 計： 704，631，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 160円 � 270円 枠 連（4－7） 550円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 280円 �� 750円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 7，060円

票 数

単勝票数 計 712574 的中 � 177403（1番人気）
複勝票数 計 944162 的中 � 187233（1番人気）� 157484（2番人気）� 73144（6番人気）
枠連票数 計 151232 的中 （4－7） 21007（1番人気）
馬連票数 計 960990 的中 �� 121940（1番人気）
馬単票数 計 389294 的中 �� 22211（2番人気）
ワイド票数 計 928884 的中 �� 95323（1番人気）�� 29124（12番人気）�� 44625（7番人気）
3連複票数 計1374755 的中 ��� 61133（3番人気）
3連単票数 計1584420 的中 ��� 16253（6番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．7―12．0―11．1―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．5―46．2―58．2―1：09．3―1：20．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノッキングポイント �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．6．4 東京1着

2020．1．30生 牡3栗 母 チェッキーノ 母母 ハッピーパス 4戦2勝 賞金 19，800，000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。



03091 2月19日 曇 良 （5東京1） 第8日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：44．1
1：43．8

良
良

23 エ ス コ バ ル �5鹿 58 J．モレイラ吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 514± 01：46．5 4．1�
（伯刺）

24 ダイバリオン 牡4鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 460± 01：46．6クビ 2．9�
816 フェルマーテ 牝6青鹿56 坂井 瑠星�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋201：46．7� 78．4�
35 ルージュカルミア 牝4鹿 55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 414＋ 21：47．02 4．2�
36 � スピアヘッド 牡4黒鹿57 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 日高 前野牧場 442－ 41：47．21	 139．7	
611 ヴィブラツィオーネ 牡4鹿 57 M．デムーロ加藤 裕司氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 484＋ 61：47．41 25．8

48 � セブンフォールド 牡5鹿 58

57 ☆永野 猛蔵 �社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 472＋18 〃 ハナ 23．0�
713 ジュエルラビシア 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 クビ 7．9�
47 オメガオリーブ 牝4芦 55 菅原 明良原 
子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 404＋ 21：47．5クビ 190．5
815 ド ラ ミ モ ン 牡5栗 58

56 △原 優介子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 466＋16 〃 アタマ 24．4�
12 ナンヨーアゼリア 牝4青鹿55 横山 武史中村 德也氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 424－ 21：47．6� 26．6�
510 マイネルヒッツェ 牡5芦 58 石橋 脩 �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 B478＋121：47．71 49．8�
59 ノーエクスキューズ �6青鹿58 T．バシュロ �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 504－101：47．91 42．6�

（仏）

11 � ウインエイムハイ 牡4黒鹿57 石川裕紀人�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 478－ 51：48．0� 133．9�
612 ステラナビゲーター 牡4鹿 57 木幡 巧也 �コロンバスサークル 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 510＋ 81：48．1� 57．0�
714 オレンジフィズ 牝5黒鹿56 戸崎 圭太保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：48．42 17．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，975，600円 複勝： 90，403，700円 枠連： 22，911，700円
馬連： 101，104，100円 馬単： 38，083，600円 ワイド： 105，239，300円
3連複： 168，288，900円 3連単： 170，062，100円 計： 758，069，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 140円 � 1，230円 枠 連（2－2） 760円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 310円 �� 3，840円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 10，900円 3 連 単 ��� 53，620円

票 数

単勝票数 計 619756 的中 � 119036（2番人気）
複勝票数 計 904037 的中 � 134171（3番人気）� 231267（1番人気）� 12182（13番人気）
枠連票数 計 229117 的中 （2－2） 23098（3番人気）
馬連票数 計1011041 的中 �� 114695（2番人気）
馬単票数 計 380836 的中 �� 19214（4番人気）
ワイド票数 計1052393 的中 �� 101461（1番人気）�� 6403（39番人気）�� 9912（31番人気）
3連複票数 計1682889 的中 ��� 11569（39番人気）
3連単票数 計1700621 的中 ��� 2299（160番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．9―12．1―12．1―11．8―11．2―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．8―47．9―1：00．0―1：11．8―1：23．0―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．7

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ ス コ バ ル �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．8．23 札幌2着

2018．5．2生 �5鹿 母 スマッシュハート 母母 ビーナスライン 9戦2勝 賞金 22，900，000円
〔制裁〕 マイネルヒッツェ号の騎手石橋脩は，2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・2番・1番）

エスコバル号の騎手J．モレイラは，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。
※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 ダンディジャック号
※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。

03092 2月19日 曇 良 （5東京1） 第8日 第8競走 ��
��1，400�4歳以上2勝クラス

発走13時55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
1：19．4
1：19．0

良
良

810 アンセーニュ 牝5鹿 56 J．モレイラ吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 430＋101：23．2 16．2�
（伯刺）

22 ニシノスーベニア 牡4黒鹿58 戸崎 圭太西山 茂行氏 上原 博之 日高 西山牧場 536± 01：23．3� 3．6�
55 レフトゥバーズ 牝5黒鹿56 C．ルメール 池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 450＋121：23．4	 2．1�
78 ココリホウオウ 牡5鹿 58 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 高橋フアーム 478＋ 61：23．61
 11．1�
11 コズミックフロスト 牝4鹿 56 川田 将雅ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456± 01：23．71 5．3�
33 ブランデーロック 牡4栗 58 武 豊新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480－ 21：23．8� 6．8�
77 ミモザイエロー 牝7栗 56 吉田 豊青芝商事	 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 468＋ 21：24．11	 114．2

44 ボンクラージュ 牝4黒鹿 56

54 △原 優介落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 444＋ 41：24．63 106．2�
66 メルテッドハニー 牝6黒鹿56 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 村田牧場 414＋ 61：25．23	 200．1�

（9頭）
89 カフェサンドリヨン 牝6芦 56 福永 祐一西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 68，414，900円 複勝： 74，804，000円 枠連： 13，790，600円
馬連： 80，029，800円 馬単： 46，825，700円 ワイド： 67，456，200円
3連複： 109，873，300円 3連単： 229，718，300円 計： 690，912，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 250円 � 130円 � 110円 枠 連（2－8） 2，010円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 6，510円

ワ イ ド �� 610円 �� 500円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 16，010円

票 数

単勝票数 差引計 684149（返還計 1663） 的中 � 33648（6番人気）
複勝票数 差引計 748040（返還計 1056） 的中 � 39834（6番人気）� 127804（2番人気）� 314491（1番人気）
枠連票数 差引計 137906（返還計 49） 的中 （2－8） 5316（10番人気）
馬連票数 差引計 800298（返還計 3657） 的中 �� 29892（10番人気）
馬単票数 差引計 468257（返還計 1809） 的中 �� 5393（21番人気）
ワイド票数 差引計 674562（返還計 2294） 的中 �� 24523（10番人気）�� 30586（9番人気）�� 112416（1番人気）
3連複票数 差引計1098733（返還計 10255） 的中 ��� 56137（6番人気）
3連単票数 差引計2297183（返還計 15384） 的中 ��� 10402（54番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―12．3―12．4―10．9―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．3―25．2―37．5―49．9―1：00．8―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．3
3 10－（8，2）1，7（5，4）（3，6） 4 10－（8，2）1（5，7）（3，4）6

勝馬の
紹 介

アンセーニュ 
�
父 オルフェーヴル 

�
母父 Myboycharlie デビュー 2020．10．25 京都5着

2018．2．11生 牝5鹿 母 ユーロシャーリーン 母母 Eurolink Artemis 15戦3勝 賞金 26，910，000円
〔出走取消〕 カフェサンドリヨン号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。
※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。



03093 2月19日 晴 良 （5東京1） 第8日 第9競走 ��
��1，600�ヒヤシンスステークス（Ｌ）

発走14時25分 （ダート・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1，400万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．3

重
良

33 ペ リ エ ー ル 牡3鹿 56 福永 祐一長谷川祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか チャンピオンズファーム 476± 01：37．2 2．1�
711 ゼットリアン 牡3鹿 56 T．バシュロ�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか フジワラフアーム 426－141：37．41	 52．2�

（仏）

712 エクロジャイト 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B504－121：38．03	 46．1�
46 
 グレートサンドシー 牡3鹿 56 J．モレイラ�山紫水明 中内田充正 米 H. Allen

Poindexter 498－ 2 〃 ハナ 3．9�
（伯刺）

58 ゴ ラ イ コ ウ 牡3鹿 57 川田 将雅岡 浩二氏 新谷 功一 新ひだか 坂本 智広 B516＋10 〃 クビ 15．4	
813 ドンデンガエシ 牡3鹿 56 大野 拓弥�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 472－ 41：38．1クビ 37．9

45 モンドプリューム 牡3鹿 56 三浦 皇成落合 幸弘氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 6 〃 クビ 29．7�
11 ツウカイリアル 牡3鹿 56 M．デムーロ木村 直樹氏 庄野 靖志 新ひだか 増本牧場 478－ 21：38．31	 20．8�
814 オメガタキシード 牡3鹿 56 戸崎 圭太原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450＋ 41：38．4クビ 46．9
22 クロックフォード 牡3黒鹿56 C．ルメール �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 504± 01：38．61	 18．9�
34 � フジラプンツェル 牝3栗 54 吉田 豊�フジレーシング 高橋 文雅 安平 橋本牧場 506± 01：38．7クビ 256．0�
610 サンデーファンデー 牡3鹿 56 浜中 俊 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか グランド牧場 522－181：39．55 159．0�
57 オマツリオトコ 牡3芦 58 横山 武史是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 484± 01：40．14 4．4�
69 
 メタマックス 牡3鹿 56 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Brookstone Farm

& Lee Mauberret 522＋ 81：40．42 53．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 116，136，900円 複勝： 134，126，600円 枠連： 32，648，200円
馬連： 164，293，500円 馬単： 70，825，900円 ワイド： 149，755，600円
3連複： 259，243，600円 3連単： 323，919，500円 計： 1，250，949，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 930円 � 760円 枠 連（3－7） 1，980円

馬 連 �� 4，260円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，740円 �� 8，160円

3 連 複 ��� 29，180円 3 連 単 ��� 111，400円

票 数

単勝票数 計1161369 的中 � 424463（1番人気）
複勝票数 計1341266 的中 � 509651（1番人気）� 24327（12番人気）� 30304（10番人気）
枠連票数 計 326482 的中 （3－7） 12723（6番人気）
馬連票数 計1642935 的中 �� 29871（12番人気）
馬単票数 計 708259 的中 �� 10058（15番人気）
ワイド票数 計1497556 的中 �� 30260（13番人気）�� 23752（17番人気）�� 4901（54番人気）
3連複票数 計2592436 的中 ��� 6662（71番人気）
3連単票数 計3239195 的中 ��� 2108（266番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―34．9―47．2―1：00．0―1：12．4―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．2
3 12，5，10，11，3（7，8）（2，6）13（1，4）9，14 4 12，5－（10，11）－3（2，7，8）（6，13）1，4（14，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ペ リ エ ー ル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．8．27 札幌1着

2020．2．13生 牡3鹿 母 ソフトライム 母母 アスピリンスノー 3戦3勝 賞金 36，972，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。

03094 2月19日 晴 良 （5東京1） 第8日 第10競走 ��2，000�アメジストステークス
発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス，R4．2．19以降R5．2．12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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

610 スパイダーゴールド 牡4栗 56 C．ルメール 村木 隆氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：57．7 1．8�
45 � シ ン ボ 牡6鹿 57 武 豊�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 478＋ 61：58．12� 23．9�
11 クロノメーター 牡6黒鹿55 石川裕紀人 �サンデーレーシング 尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 41：58．2� 15．1�
46 ヘッズオアテールズ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �社台レースホース須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 81：58．52 15．6�
69 サザンナイツ �5黒鹿55 津村 明秀ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 450＋ 21：58．6クビ 24．4�
33 ストリクトコード 牝6黒鹿55 川田 将雅	G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 456－ 4 〃 クビ 5．9

57 プラチナトレジャー 牡5芦 55 横山 和生嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 476－ 6 〃 ハナ 66．4�
34 プライムフェイズ 牡6鹿 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472± 01：58．7クビ 48．2�
58 カランドゥーラ 牡5鹿 55 福永 祐一窪田 芳郎氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：59．12� 15．4
22 フ ィ デ ル 牡4鹿 56 戸崎 圭太エムズレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－ 21：59．2� 7．9�
712 マイネルマーティン 牡5栗 55 M．デムーロ 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 510＋ 21：59．3� 33．5�
814 マイネルミュトス 牡7青 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム B486＋ 81：59．4� 130．8�
813 ア サ ヒ 牡4黒鹿56 横山 武史 	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 516＋141：59．82 17．9�
711 ミスミルドレッド 牝6黒鹿53 浜中 俊丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 470＋122：00．54 216．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 103，194，100円 複勝： 120，740，200円 枠連： 31，203，800円
馬連： 170，448，900円 馬単： 79，867，500円 ワイド： 141，407，200円
3連複： 266，871，900円 3連単： 346，332，400円 計： 1，260，066，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 460円 � 330円 枠 連（4－6） 850円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 930円 �� 640円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 7，240円 3 連 単 ��� 25，650円

票 数

単勝票数 計1031941 的中 � 449444（1番人気）
複勝票数 計1207402 的中 � 448035（1番人気）� 44737（8番人気）� 67523（5番人気）
枠連票数 計 312038 的中 （4－6） 28242（3番人気）
馬連票数 計1704489 的中 �� 58083（8番人気）
馬単票数 計 798675 的中 �� 16937（10番人気）
ワイド票数 計1414072 的中 �� 39342（8番人気）�� 59718（4番人気）�� 11976（29番人気）
3連複票数 計2668719 的中 ��� 27645（22番人気）
3連単票数 計3463324 的中 ��� 9787（69番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．0―11．5―11．6―11．7―11．8―11．6―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―34．9―46．4―58．0―1：09．7―1：21．5―1：33．1―1：45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F36．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スパイダーゴールド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Candy Ride デビュー 2021．12．12 中山2着

2019．4．16生 牡4栗 母 シュガーショック 母母 Enthusiastically 7戦4勝 賞金 55，895，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エターナルヴィテス号・エリオトローピオ号・タガノフィナーレ号・レインフロムヘヴン号

２レース目



03095 2月19日 晴 良 （5東京1） 第8日 第11競走 ��
��1，600�第40回フェブラリーステークス（ＧⅠ）

発走15時40分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，58�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞・日本地方競馬馬主振興協会会長賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 120，000，000円 48，000，000円 30，000，000円 18，000，000円 12，000，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000円
生産者賞
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：33．5
1：33．3
1：33．8

重
良
重

47 � レモンポップ 牡5栗 58 坂井 瑠星ゴドルフィン 田中 博康 米 Mr. & Mrs.
Oliver S. Tait 518－ 41：35．6 2．2�

815 レッドルゼル 牡7鹿 58 川田 将雅 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 488± 01：35．81	 9．0�
36 メイショウハリオ 牡6栗 58 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 508＋ 61：36．22	 10．7�
24 ドライスタウト 牡4黒鹿58 戸崎 圭太 �YGGホースクラブ 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 526－121：36．31 3．2�
48 アドマイヤルプス 
6栗 58 内田 博幸近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム B550－ 21：36．4アタマ 134．9�
713� スピーディキック 牝4栗 56 御神本訓史加藤 鈴幸氏 藤原 智行 浦河 熊谷 武 478± 01：36．61	 25．8	

（浦和） （大井）

714 ヘ リ オ ス 
7黒鹿58 武 豊黒川 暁子氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 B474＋ 8 〃 クビ 63．7

611 ソリストサンダー 牡8黒鹿58 菅原 明良村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 482－ 21：36．91	 29．9�
12 � シャールズスパイト 牡6鹿 58 J．モレイラ C．フィプケ氏 R．アトフィールド 米 Charles

Fipke 470 1：37．21 24．9�
（Shirl’s Speight（USA）） （加） （伯刺）

23 ケンシンコウ 牡6鹿 58 T．バシュロ天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 502± 01：37．3	 52．0
（仏）

612 セ キ フ ウ 牡4栗 58 M．デムーロ中辻 明氏 武 幸四郎 浦河 バンブー牧場 B480－ 2 〃 クビ 51．4�
35 オーヴェルニュ 牡7鹿 58 福永 祐一杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 472－101：37．4クビ 31．2�
816 ケイアイターコイズ 牡7芦 58 横山 和生 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 522－ 61：37．5 182．0�
510 テイエムサウスダン 牡6鹿 58 C．ルメール 竹園 正繼氏 蛯名 正義 新ひだか グランド牧場 544－ 61：38．13	 29．5�
59 ショウナンナデシコ 牝6栗 56 横山 武史国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 490＋ 61：38．84 29．1�
11 � ジャスパープリンス 牡8鹿 58 田中 勝春加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

492－ 61：39．22 314．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 817，260，800円 複勝： 800，422，300円 枠連： 330，157，200円 馬連： 1，840，252，500円 馬単： 746，241，500円
ワイド： 1，467，858，600円 3連複： 3，939，206，400円 3連単： 5，626，433，400円 5重勝： 723，966，900円 計： 16，291，799，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 230円 � 260円 枠 連（4－8） 1，140円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 450円 �� 470円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 7，700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����� 57，020円

票 数

単勝票数 計8172608 的中 � 2966116（1番人気）
複勝票数 計8004223 的中 � 2283507（1番人気）� 739765（3番人気）� 641166（4番人気）
枠連票数 計3301572 的中 （4－8） 222737（3番人気）
馬連票数 計18402525 的中 �� 1457206（2番人気）
馬単票数 計7462415 的中 �� 393318（3番人気）
ワイド票数 計14678586 的中 �� 864179（2番人気）�� 824845（3番人気）�� 297129（12番人気）
3連複票数 計39392064 的中 ���1123094（5番人気）
3連単票数 計56264334 的中 ��� 529547（12番人気）
5重勝票数 計7239669 的中 ����� 8887

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―12．0―12．5―12．1―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．6―46．6―59．1―1：11．2―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．5
3 9（14，16）（1，4，7，12）（2，8，10）（5，11）3－（13，15）6 4 ・（9，14，16）（1，4，7，12）（2，8，10）（5，3，11）（13，15）6

勝馬の
紹 介

�レモンポップ �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．11．7 東京1着

2018．2．15生 牡5栗 母 Unreachable 母母 Harpia 11戦8勝 賞金 288，438，000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 ゴールドパラディン号・タガノビューティー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

03096 2月19日 晴 良 （5東京1） 第8日 第12競走 1，400�
お お し ま

大 島 特 別
発走16時25分 （ダート・左）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

815 テイエムアトム 牡5栃栗58 T．バシュロ竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 B540－ 81：24．6 3．3�
（仏）

713 バルミュゼット 牡4鹿 58 横山 武史 �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 518－ 41：24．92 5．7�

48 ロ ー ヴ ェ ロ 牡4鹿 58 C．ルメール C．チェン氏 加藤 征弘 苫小牧 アスラン 504＋ 21：25．11� 2．4�
510 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 482－ 61：25．2クビ 40．9�
24 ゲンパチプライド 牡4黒鹿58 福永 祐一平野 武志氏 西田雄一郎 新ひだか 上村 清志 494－ 2 〃 クビ 4．7�
12 ウ ー ゴ 牡6鹿 58 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ B498－141：25．3� 70．3	
35 マイナーズライト �5鹿 58 柴田 善臣吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム B464－ 61：25．4� 169．6

59 ジュールサイクル 牝6青 56 石川裕紀人吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 462± 01：25．6� 224．4�
612 プロバーティオ 牡5鹿 58 柴田 大知�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 502＋ 21：25．71 49．2�
714 デルマカンノン 牝5鹿 56 坂井 瑠星浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 446－ 21：25．8クビ 54．8
36 ブリエヴェール 牡5青鹿58 永野 猛蔵 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 464＋121：26．01� 267．3�
816 サンデーミラージュ �6鹿 58 水口 優也エムズレーシング 宮本 博 千歳 社台ファーム B482－ 81：26．74 56．1�
47 コングールテソーロ 牡7鹿 58 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 486± 0 〃 クビ 25．3�
11 スウィートプロミス 牝4黒鹿56 菅原 明良 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 454－ 41：27．87 172．6�
23 セイウンシデン 牡4黒鹿58 大野 拓弥西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 518± 01：28．11� 342．1�
611 アウリガテソーロ 牡5青鹿58 杉原 誠人了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム B514＋ 81：28．41� 137．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 236，569，800円 複勝： 214，223，500円 枠連： 63，735，400円
馬連： 332，431，300円 馬単： 153，139，800円 ワイド： 298，265，800円
3連複： 567，437，000円 3連単： 795，104，900円 計： 2，660，907，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 140円 � 110円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 240円 �� 200円 �� 270円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 3，480円

票 数

単勝票数 計2365698 的中 � 570553（2番人気）
複勝票数 計2142235 的中 � 426620（2番人気）� 321029（3番人気）� 583817（1番人気）
枠連票数 計 637354 的中 （7－8） 74120（3番人気）
馬連票数 計3324313 的中 �� 367882（3番人気）
馬単票数 計1531398 的中 �� 95706（4番人気）
ワイド票数 計2982658 的中 �� 312578（2番人気）�� 404866（1番人気）�� 262517（3番人気）
3連複票数 計5674370 的中 ��� 729992（1番人気）
3連単票数 計7951049 的中 ��� 165227（4番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．8―12．5―11．9―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．0―47．5―59．4―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムアトム �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ブ ロ ッ コ デビュー 2020．10．31 東京4着

2018．3．18生 牡5栃栗 母 チリビリビン 母母 スイートバンブー 18戦3勝 賞金 54，212，000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 ドラゴンズバック号
※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8日 2月19日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 176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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

438，680，000円
5，620，000円
34，790，000円
6，300，000円
58，150，000円
9，000，000円
81，575，000円
5，432，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
1，770，313，300円
2，001，657，900円
604，967，600円
3，194，397，400円
1，369，296，500円
2，746，800，800円
6，110，190，800円
8，409，848，600円
723，966，900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 26，931，439，800円

総入場人員 46，121名 （有料入場人員 45，021名）



令和5年度 第1回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，415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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，214，230，000円
44，890，000円
298，580，000円
16，450，000円
287，410，000円
9，000，000円
655，325，000円
40，796，500円
13，584，000円

勝馬投票券売得金
8，886，459，300円
11，981，632，600円
2，957，749，200円
15，336，855，400円
6，426，349，000円
13，710，173，300円
26，739，020，200円
34，232，519，400円
2，908，838，400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
5 重 勝
計 123，179，596，800円

総入場延人員 201，735名 （有料入場延人員 196，376名）
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