
０３０９３ ２月１９日 晴 良 （２４東京１）第８日 第９競走 ��
��１，８００�セントポーリア賞

発走１４時２５分 （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３５ メイショウスザンナ 牝３鹿 ５４ 武 豊松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 ４４８＋ ４１：５０．６ １５．４�

６１２ ロジメジャー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４８０－１２ 〃 ハナ １２．３�
１１ ビームライフル 牡３青鹿５６ 田辺 裕信西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ ３５．４�
１２ マイネルカーミン 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 ４７６± ０１：５０．７クビ ４８．９�
６１１ オコレマルーナ 牡３青鹿５６ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４４０－ ２ 〃 クビ ２．７�
２３ カフェコンセール 牡３青 ５６ 田中 勝春吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：５０．９１� ７５．５	
８１５ グ ラ ー ネ 牡３鹿 ５６ C．デムーロ 
キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム ４６０－１０１：５１．０� ２１．１�

（伊）

４８ リアルフレア 牡３栗 ５６ 内田 博幸吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：５１．１� １０．１�
８１６ ボーイフレンド 牡３栗 ５６ 岩田 康誠北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 ４２０－ ５ 〃 クビ １４６．６
７１３ ハイクラウン 牡３栗 ５６ 松岡 正海渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ４８２－ ４ 〃 アタマ １４．１�
５１０ ヴュルデバンダム 牝３青鹿５４ 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４６０＋２６１：５１．２クビ １４６．７�
７１４ アドマイヤリリーフ 牡３青鹿５６ 幸 英明近藤 利一氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ４１：５１．４１� １４３．３�
２４ ヴァリアシオン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 
サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－ ２１：５１．５� ９０．０�
４７ � イクシカナイダロウ 牡３青鹿５６ 戸崎 圭太徳原 英修氏 岡林 光浩 新ひだか 乾 皆雄 ４９８－ １１：５１．８２ ２４４．３�

（船橋） （大井）

３６ � ルンタノチュー 牡３鹿 ５６ 筒井 勇介藤村 伸次氏 南 輝幸 平取 福原 謙吉 ４５０± ０１：５１．９� ２９７．１�
（笠松） （笠松）

５９ ヴォードヴィリアン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 H.H．シェイク・ハムダン 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７４－ ４ （競走中止） ２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６１，７８１，２００円 複勝： ９２，２２８，９００円 枠連： ３４，８７４，６００円

馬連： １７０，８７０，６００円 馬単： １０１，９９９，０００円 ワイド： ６１，８８８，４００円

３連複： １８８，１５６，８００円 ３連単： ３８２，７０４，３００円 計： １，０９４，５０３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ４５０円 � ４００円 � ８２０円 枠 連（３－６） ９７０円

馬 連 �� ５，４３０円 馬 単 �� １１，５７０円

ワ イ ド �� １，８１０円 �� ３，１６０円 �� ４，０７０円

３ 連 複 ��� ３７，３４０円 ３ 連 単 ��� ２１１，４１０円

票 数

単勝票数 計 ６１７８１２ 的中 � ３１６８３（６番人気）
複勝票数 計 ９２２２８９ 的中 � ５６１５８（６番人気）� ６３３３７（４番人気）� ２７９０８（８番人気）
枠連票数 計 ３４８７４６ 的中 （３－６） ２６６７５（３番人気）
馬連票数 計１７０８７０６ 的中 �� ２３２３４（１６番人気）
馬単票数 計１０１９９９０ 的中 �� ６５０７（３４番人気）
ワイド票数 計 ６１８８８４ 的中 �� ８５５６（１７番人気）�� ４８０９（２８番人気）�� ３７０７（３４番人気）
３連複票数 計１８８１５６８ 的中 ��� ３７１９（８６番人気）
３連単票数 計３８２７０４３ 的中 ��� １３３６（４４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．０―３７．４―５０．３―１：０３．５―１：１６．５―１：２７．７―１：３８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．１

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

メイショウスザンナ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．１０ 京都６着

２００９．４．２７生 牝３鹿 母 グリーンオリーヴ 母母 メイシヨウスキー ７戦２勝 賞金 ２０，５５０，０００円
〔競走中止〕 ヴォードヴィリアン号は，競走中に疾病〔右第１趾骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。
（非当選馬） ２頭 ディーエスライダー号・ピタゴラスコンマ号
※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。

０３０９４ ２月１９日 晴 良 （２４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，１，６００万円以下，２３．２．１９以降２４．２．１２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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．１
１：５６．１

良

良

５８ トランスワープ �７鹿 ５６ 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５３２－ ４２：０１．６ ４．４�

３３ サトノパンサー 牡４鹿 ５５ 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４９２－ ４２：０１．９２ １２．１�
２２ ノ ー ス テ ア �４栗 ５６ 岩田 康誠山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５３６－ ２２：０２．０� ３．２�
８１４ プランスデトワール 牡４芦 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７６± ０２：０２．１クビ １９．５�
６１０ ヴァーゲンザイル 牡４黒鹿５５ 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６６± ０２：０２．３１ ７．５�
６９ � ウォークラウン 牡６鹿 ５６ 川田 将雅加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates ５２０－ ４ 〃 ハナ ３５．２�
３４ ラヴェルソナタ 牡４鹿 ５５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５３８± ０ 〃 クビ ５．７	
１１ ヴァンダライズ 牡５栗 ５５ 吉田 豊前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４７２－ ４２：０２．４クビ ２２．８

４６ ザサンデーフサイチ 牡８黒鹿５５ 幸 英明林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ２ 〃 クビ １０９．１�
７１１ チュウワプリンス 牡６黒鹿５５ C．デムーロ 中西 忍氏 大久保龍志 静内 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０± ０２：０２．５クビ １５．８�
（伊）

７１２ アロマカフェ 牡５黒鹿５８ 武 豊西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４８８＋ ８ 〃 アタマ １０．２
４５ マイネソルシエール 牝４栗 ５２ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－ ６ 〃 クビ ３９．４�
５７ ブルースターキング 牡６黒鹿５３ 松岡 正海 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４７８－ ４２：０３．０３ １０６．０�
８１３ セタガヤフラッグ 牡９鹿 ５４ 江田 照男千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４７０＋１６２：０３．６３	 ２２９．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５４，２５３，２００円 複勝： ９４，３０５，３００円 枠連： ４４，６３６，７００円

馬連： ２１７，３１６，３００円 馬単： １１３，０９７，８００円 ワイド： ６８，８４７，６００円

３連複： ２４２，４８７，２００円 ３連単： ４４５，８５０，６００円 計： １，２８０，７９４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １７０円 � ２９０円 � １４０円 枠 連（３－５） １，０６０円

馬 連 �� ３，８１０円 馬 単 �� ５，９５０円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� ３７０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ３，７４０円 ３ 連 単 ��� ２７，０９０円

票 数

単勝票数 計 ５４２５３２ 的中 � ９７９９２（２番人気）
複勝票数 計 ９４３０５３ 的中 � １４６０４８（２番人気）� ６５１５３（６番人気）� ２２９３０６（１番人気）
枠連票数 計 ４４６３６７ 的中 （３－５） ３１３７２（５番人気）
馬連票数 計２１７３１６３ 的中 �� ４２１７３（１６番人気）
馬単票数 計１１３０９７８ 的中 �� １４０４８（２２番人気）
ワイド票数 計 ６８８４７６ 的中 �� １３０７２（１７番人気）�� ５１１２６（２番人気）�� ２３４００（６番人気）
３連複票数 計２４２４８７２ 的中 ��� ４７８８４（９番人気）
３連単票数 計４４５８５０６ 的中 ��� １２１４９（７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２５．２―３７．２―４９．７―１：０２．４―１：１５．４―１：２８．０―１：３９．０―１：５０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．２―３F３３．６

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

勝馬の
紹 介

トランスワープ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００８．６．８ 東京３着

２００５．３．７生 �７鹿 母 ボンヌシャンス 母母 マツクホープ １６戦５勝 賞金 ７７，７７２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 プランスデトワール号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）
※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。

１レース目 ３レース目


