
０３０１３ １月２９日 晴 良 （１８東京１）第２日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．７
１：２１．９

良

重

１１ ブルーポラリス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司 �荻伏レーシング・クラブ 平井 雄二 新冠 川上牧場 ４５２± ０１：２８．６ ２．２�

５９ � ゴ ッ ク ン 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲吉田 隼人小田切有一氏 矢野 進 門別 浦新牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ ３８．５�

６１０� エプソムメサイア 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４３６－１２１：２９．８７ ８．０�

４７ � ク レ ヨ ン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一浅田 次郎氏 小桧山 悟 浦河 市正牧場 ４８６－ ４１：２９．９クビ ５．１�
７１３ ウエスタンドール 牝３鹿 ５４

５３ ☆石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ４３０± ０１：３０．０� ５１．４�
８１４ シュガープラム 牝３鹿 ５４

５２ △丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 三石 前川 正美 ４２０－１０１：３０．３２ ２１８．４�
６１１� トゥルービューティ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊窪田 芳郎氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４１８－ ８１：３０．５１� ４．４	
２３ � プリヴェーリング 牝３青鹿５４ 池田 鉄平岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 出羽牧場 ４３８＋ ２ 〃 ハナ ２９５．１

３４ � オホーツクリッチ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４７２＋１０１：３０．７１� ３３．６
４６ ジュエルアワード 牝３黒鹿５４ 武士沢友治十二 政美氏 中野渡清一 様似 瀬口 信正 ４７６＋１６１：３１．１２� ２２．９�
８１５ ネイチャーガイド 牝３鹿 ５４ 内田 博幸�下河辺牧場 小島 茂之 門別 下河辺牧場 ４６０± ０１：３２．１６ １８．１�

（大井）

５８ タツグレース 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三鈴木 昭作氏 加賀 武見 静内（有）下河辺トレー
ニングセンター ４３４＋ ２１：３２．７３� ５２．１�

７１２� イエローマリン 牝３鹿 ５４ 福永 祐一後藤 繁樹氏 小林 常泰 三石 田湯牧場 ４４８－１０１：３２．８� ２０．５�
３５ � スガノプロテクター 牝３栗 ５４

５１ ▲水出 大介菅原光太郎氏 保田 一隆 三石 田上 稔 ４１０＋ ４１：３３．１１� ６０１．９�
２２ ベストモウション 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥�大北牧場 松永 勇 浦河 大北牧場 ５００－１０１：３３．３１� ３３９．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，３５２，５００円 複勝： １７，４７２，１００円 枠連： ２３，４４９，２００円

普通馬連： ７５，５４７，１００円 馬単： ７６，５２０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０８９，３００円

３連複： ９７，１９７，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３２６，６２７，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ６４０円 � ２５０円 枠 連（１－５） １，５００円

普通馬連 �� ３，５２０円 馬 単 �� ４，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� ４１０円 �� ３，２９０円

３ 連 複 ��� ８，５６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５３５２５ 的中 � ５５８９７（１番人気）
複勝票数 計 １７４７２１ 的中 � ５７６４９（１番人気）� ４７６８（１０番人気）� １５７４７（４番人気）
枠連票数 計 ２３４４９２ 的中 （１－５） １１５９１（６番人気）
普通馬連票数 計 ７５５４７１ 的中 �� １５８５１（１３番人気）
馬単票数 計 ７６５２０７ 的中 �� １２２２０（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０８９３ 的中 �� ４３５２（１２番人気）�� １４００５（４番人気）�� １４６２（３２番人気）
３連複票数 計 ９７１９７０ 的中 ��� ８３８８（２７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．５―１２．８―１２．６―１３．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．３―３６．８―４９．６―１：０２．２―１：１５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．８―３F３９．０
３ ・（１０，１１，１２，１５）（８，９）１４（６，７）（３，１３）（１，２）（４，５） ４ ・（１０，１１，１５）１２，９（７，１４）８（３，１３）６，１（４，２）－５

勝馬の
紹 介

ブルーポラリス �
�
父 ウェイオブライト �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００５．６．１８ 福島４着

２００３．３．２０生 牝３黒鹿 母 マーズプリンセス 母母 ディアーミミ １１戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
※出走取消馬 インディアバッハ号（疾病〔感冒〕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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 オンワードアリア号・グレースアロー号・シノワールド号
※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。



０３０１４ １月２９日 晴 良 （１８東京１）第２日 第２競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１２ テンジンテンリュウ 牡３鹿 ５６ 高山 太郎�テンジン 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４８４＋ ６１：２２．２ ９．８�

７１３ パピヨンシチー 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４１０－１２１：２２．３� ８．９�

６１１ アイアイスピーチ 牡３黒鹿５６ 小林 淳一齊藤 敬氏 星野 忍 門別 坂口 豊翼 ４５６± ０ 〃 クビ ２６０．３�
６１２� リワードアロン 牡３栗 ５６

５３ ▲吉田 隼人宮崎忠比古氏 田子 冬樹 浦河 有限会社
リワード ４５８－ ２１：２２．５１� ７．４�

３６ ラスカルシチー 牡３黒鹿５６ 木幡 初広 �友駿ホースクラブ 松永 勇 浦河 上山牧場 ４６０＋ ６１：２２．６� ３．２�
１１ � ユキノスバル 牡３鹿 ５６ 田中 剛遠藤 宗義氏 二本柳俊一 平取 川上 勇治 ４５４± ０ 〃 ハナ ８４．０�
７１４�� ナフプリオン 牡３青鹿５６ 田中 勝春橋本 忠雄氏 本間 忍 門別 浦新 徳司 ４９６－ ４１：２３．６６ ６．５	
２３ � スズタケヒデ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 三石 小河 豊水 ４８６－ ８ 〃 クビ ３００．５

８１６ ナムラデュラブ 牡３鹿 ５６

５３ ▲南田 雅昭奈村 信重氏 南田美知雄 様似 中村 勝則 ４０８± ０１：２３．７クビ ４３６．０�
５１０ タイキトラップ 牡３鹿 ５６

５５ ☆石橋 脩�大樹ファーム 高橋 祥泰 大樹 大樹ファーム ５１４＋ ４ 〃 クビ ３．７
８１５ ミステリーショック �３栗 ５６

５４ △丹内 祐次杉山 美惠氏 清水 美波 三石 明治牧場 ４２２－ ４１：２４．１２� １０．０�
５９ リネンパーシャン 牝３栗 ５４ 江田 照男戸山 光男氏 中尾 銑治 門別 モリナガファーム ４３８－ ８１：２４．３１ ４１．８�
４８ ライフゴーズオン 牡３黒鹿 ５６

５４ △津村 明秀岡田 牧雄氏 �田 研二 静内 三木田 頼嗣 ４８０＋１０ 〃 クビ ９２．９�
２４ � タカトモゴールド 牡３栗 ５６ D．バルジュー�橋 顕輔氏 大和田 稔 宮城 高友産業 ４１８－ ４１：２４．４� ２４２．０�

（伊）

３５ � パノラマシチー 牡３栗 ５６ 石崎 隆之 �友駿ホースクラブ 小西 一男 静内 北洋牧場 ５２６± ０１：２４．５� １７１．７�
（船橋）

４７ ゴールドシューズ 牝３鹿 ５４ 小野 次郎�グランド牧場 柴田 政人 静内 グランド牧場 ４３２＋ ２ 〃 クビ ９９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７５６，６００円 複勝： ２３，６９９，９００円 枠連： ２５，０７４，０００円

普通馬連： ９４，３３１，１００円 馬単： ８５，５８６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，１３２，８００円

３連複： １１３，９１２，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３８６，４９３，６００円

払 戻 金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ３９０円 � ２６０円 � ４，９３０円 枠 連（１－７） ２，２３０円

普通馬連 �� ４，５８０円 馬 単 �� ９，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７３０円 �� ２７，７００円 �� １６，０３０円

３ 連 複 ��� ３０４，６００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８７５６６ 的中 � １５１３６（６番人気）
複勝票数 計 ２３６９９９ 的中 � １６３４３（７番人気）� ２８２４０（４番人気）� １０５１（１５番人気）
枠連票数 計 ２５０７４０ 的中 （１－７） ８３０６（１１番人気）
普通馬連票数 計 ９４３３１１ 的中 �� １５２２２（２０番人気）
馬単票数 計 ８５５８６５ 的中 �� ６４０４（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５１３２８ 的中 �� ３６７６（２０番人気）�� ２２０（８７番人気）�� ３８１（６８番人気）
３連複票数 計１１３９１２７ 的中 ��� ２７６（２５５番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．４―１２．５―１３．０―１２．９―１２．４―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．２―１８．６―３１．１―４４．１―５７．０―１：０９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンジンテンリュウ �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 スマコバクリーク デビュー ２００６．１．７ 中山７着

２００３．４．２８生 牡３鹿 母 ブライトマリン 母母 ブライトシウン ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 テンジンテンリュウ号の騎手高山太郎は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※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。



０３０１５ １月２９日 晴 良 （１８東京１）第２日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．７
１：２１．９

良

重

８１６� ダノンエトランゼル 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�ダノックス 加藤 和宏 米 Fontainebleau
Farm Inc. ４６６－ ４１：２８．１ ２．７�

４８ � バンダムトレジャー 牡３栗 ５６ 北村 宏司山科 統氏 国枝 栄 米
Robert E. Meyer-
hoff & Saint Bal-
lado Syndicate

B５３４＋ ６ 〃 クビ ２２．８�
４７ � クーデュパン 牡３芦 ５６ 安藤 勝己松尾 正氏 石毛 善彦 米 Mary Jane

Callander ４８８± ０１：２８．２クビ ２．４�
１１ � シンボリプロキオン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５０４－ ８１：２９．３７ ５．５�
３６ ミックベンハー 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �イースターサンデー 中野 栄治 浦河 山春牧場 ４７４＋ ４１：２９．７２� ７．４�
１２ 	 ハローマイラブ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松岡 正海冨沢 敦子氏 相沢 郁 浦河 酒井 源市 ４７６－ ６１：２９．８
 ２９．７	
２３ � スナークキララ 牡３鹿 ５６ 高山 太郎杉本仙次郎氏 佐藤 全弘 浦河 カナイシスタッド ４０４－ ８１：２９．９クビ ３３９．１

３５ リップタイド 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �スピードファーム 和田 正道 三石 元茂 義一 ４６６－ ４１：３０．１１� １６２．９�
７１３� ナムラロイヤル 牡３栗 ５６

５３ ▲南田 雅昭奈村 信重氏 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 ４６４－ ６ 〃 ハナ ７０．７�
８１５� マコトイチバン 牡３鹿 ５６

５３ ▲吉田 隼人眞壁 明氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４３４－ ６１：３０．３１� ４６．８
６１１ トップロード 牡３鹿 ５６

５３ ▲大野 拓弥�コオロ 吉永 正人 静内 平井牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ６３４．５�
５１０ トーアキンボシ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一東亜駿馬� 岩城 博俊 豊浦トーア牧場 ４６４－ ６１：３０．９３� ４４２．０�
５９ ロードオブワン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸田中 昇氏 武藤 善則 静内

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４７０－ ２１：３１．０� ６６．８�
（大井）

６１２� マイネルカポーテ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム B４９０－ ６１：３２．１７ １５２．０�

７１４� ヒノデオーカン 牡３栗 ５６
５４ △津村 明秀平岡 茂樹氏 笹倉 武久 浦河 大野牧場 ４４４＋１０１：３２．５２� ５５１．８�

２４ � サインプレー 牡３鹿 ５６ 石崎 隆之島田 久氏 小西 一男 三石 大塚牧場 B４９０＋ ６１：３２．８２ ３４２．３�
（船橋）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，１０７，０００円 複勝： ２３，９８７，７００円 枠連： ２９，７５２，８００円

普通馬連： ９８，１９８，６００円 馬単： １０１，６７６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２２４，８００円

３連複： １２２，５０８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４２５，４５６，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ３３０円 � １２０円 枠 連（４－８） ２９０円

普通馬連 �� ２，９２０円 馬 単 �� ３，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� １８０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，５４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３１０７０ 的中 � ６８８７２（２番人気）
複勝票数 計 ２３９８７７ 的中 � ５２７１４（２番人気）� １１７６１（５番人気）� ７２２８６（１番人気）
枠連票数 計 ２９７５２８ 的中 （４－８） ７８２７６（１番人気）
普通馬連票数 計 ９８１９８６ 的中 �� ２４８５９（１０番人気）
馬単票数 計１０１６７６９ 的中 �� ２０１９５（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６２２４８ 的中 �� ５６２３（１０番人気）�� ４９５２０（１番人気）�� ８４１３（７番人気）
３連複票数 計１２２５０８８ 的中 ��� ５９０４９（３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１２．５―１２．６―１２．３―１２．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．６―３７．１―４９．７―１：０２．０―１：１４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダノンエトランゼル �
�
父 Broken Vow �

�
母父 Carson City デビュー ２００５．１１．１９ 東京４着

２００３．３．１９生 牝３鹿 母 Legion Etrangere 母母 Le Clerc ３戦１勝 賞金 ６，６００，０００円
〔発走状況〕 ヒノデオーカン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ヒノデオーカン号は，発走調教再審査。
※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。



０３０１６ １月２９日 晴 良 （１８東京１）第２日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

７１４ ショウナンサザン 牡３栃栗５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 浦河 桑田牧場 ５１８－１０１：４９．９ １０．６�

３５ �� サイバーキングダム 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�瀬 真尚氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４７６－ ４１：５０．０� ２．７�
（大井）

２４ � キープユアスマイル 牝３栗 ５４ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４２２＋ ２１：５０．３２ ６．０�
１２ コパノカチドキ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ ５．８�
６１１ フェラーリワン 牡３青鹿５６ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 白老 白老ファーム ５０８－ ４１：５０．６１� ６．６�
２３ ダイワバゼラード 牡３鹿 ５６ 福永 祐一大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：５０．７� ９．４�
１１ � タケノフェロー 牡３栗 ５６ 小林 淳一武岡 雅子氏 成島 英春 静内 武岡牧場 ４６４－ ２１：５０．８クビ ３２２．５	
６１２� アリマプラウド 牡３鹿 ５６ 小野 次郎有馬 博文氏 加藤 和宏 門別 長谷川 一男 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ２９．０

４７ � オーベルステージュ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣松本 俊廣氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４８０－ ６１：５０．９	 １０．０�
５１０� ノーブルウィング 牡３栗 ５６

５３ ▲大野 拓弥中村 浩章氏 中野 栄治 栃木 東京サラブレッ
ドビューロー ４５４－ ２１：５１．５３	 ３２３．０�

７１３� チェックシックス 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４８６－１０１：５１．６クビ １１１．８�
５９ シ ロ ク ン 牡３白 ５６ D．バルジュー 金子真人ホールディングス� 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ８１：５２．０２	 ２７．３�

（伊）

３６ � ヒシリベンジ 牝３黒鹿 ５４
５２ △津村 明秀阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 敏明 ４４２＋ ６１：５２．３１� ３０３．２�

４８ � レッドラバーボール 牝３栗 ５４
５１ ▲水出 大介�橋 信博氏 高橋 義博 浦河 村中牧場 ３９６＋ ２１：５２．４� ６３８．２�

８１５ アイオブザジャガー 牝３鹿 ５４
５１ ▲吉田 隼人村上 芳明氏 戸田 博文 新冠 飛渡牧場 ４５２± ０１：５２．８２	 ５８４．０�

８１６�� コスモシャドウ 牡３黒鹿５６ 梶 晃啓岡田美佐子氏 中島 敏文 三石 小林ファーム ４９４＋ ６１：５５．３大差 ５４１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，０４８，６００円 複勝： ３２，８９９，２００円 枠連： ３０，３０８，５００円

普通馬連： １１７，１４９，６００円 馬単： １１０，６７６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，４５１，６００円

３連複： １３３，４５４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４８０，９８８，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ２６０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（３－７） １，２３０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� １，０８０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ３，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７０４８６ 的中 � ２０１５０（７番人気）
複勝票数 計 ３２８９９２ 的中 � ２６６１７（７番人気）� ８５２６４（１番人気）� ４１３２５（３番人気）
枠連票数 計 ３０３０８５ 的中 （３－７） １８２８１（５番人気）
普通馬連票数 計１１７１４９６ 的中 �� ６２２２６（５番人気）
馬単票数 計１１０６７６５ 的中 �� ２２０５６（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９４５１６ 的中 �� １２８０５（６番人気）�� ６２７３（１７番人気）�� ２０５１０（２番人気）
３連複票数 計１３３４５４５ 的中 ��� ３２４８４（８番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．３―１２．０―１２．４―１２．９―１２．９―１１．８―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．４―３６．４―４８．８―１：０１．７―１：１４．６―１：２６．４―１：３７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．３

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンサザン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Caerleon デビュー ２００５．１２．１７ 中山２着

２００３．２．２３生 牡３栃栗 母 フェイツギャランツ 母母 Civility ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔その他〕 コスモシャドウ号は，発走後から３コーナーにかけて外側に逃避したことについて調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモシャドウ号は，平成１８年２月２８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。
（非抽選馬） １頭 コスモスコヴィル号
※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。



０３０１７ １月２９日 晴 良 （１８東京１）第２日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・左）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１５ ゲッタウェイ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�ターフ・スポート星野 忍 浦河 小林 和義 ４３６ ―１：３８．０ １５．０�

３４ � エクスラベル 牝３栗 ５４ 小野 次郎前田 繁氏 伊藤 伸一 静内 和田牧場 ４６０ ― 〃 クビ １０２．８�
４７ エアマグダラ 牝３栗 ５４ 福永 祐一 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６０ ― 〃 ハナ ２．１�
６１１ タ ー キ ー 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己青山 洋一氏 田村 康仁 門別 下河辺牧場 ４１４ ―１：３８．２１� ４．６�
６１０ ポリーマグー 牝３栗 ５４ 北村 宏司サウスニア� 岩戸 孝樹 静内 片岡牧場 ４５０ ―１：３８．３� ３３．７�
２３ � エクレールヴィオレ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �キャロットファーム 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４２ ― 〃 ハナ ７．０	
２２ �� スガノスペシャル 牝３鹿 ５４ 木幡 初広菅原光太郎氏 大和田 稔 三石 沖田 哲夫 ４４４ ―１：３８．５１� ２４３．５

７１２� キッズエンジェル 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹瀬谷 �雄氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４９２ ―１：３８．９２� ９．９�
５８ �� マンダリンソラ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊郭 東仁氏 萱野 浩二 浦河 宮村牧場 ４８４ ―１：３９．１１� １８．０
５９ グラスビーナス 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆石橋 脩半沢� 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ４７４ ―１：３９．２� ４７．６�
８１４� トウカイローレル 牝３栗 ５４

５３ ☆松岡 正海内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４７４ ―１：３９．３� ７７．６�
１１ サミンプラグレス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春江川 恒成氏 菊川 正達 静内 静内山田牧場 ３８０ ―１：３９．６１� ６３．６�
７１３ トゥーマイファン 牝３栗 ５４ 柴山 雄一池田 豊治氏 伊藤 伸一 三石 木田牧場 ４１８ ―１：３９．７� １６４．１�
３５ ウエスタンソニック 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司西川 賢氏 山田 要一 静内 北西牧場 ４５０ ―１：４２．４大差 １１１．８�
４６ � ショウナンカロス 牝３青 ５４ D．バルジュー国本 哲秀氏 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４７０ ― （競走中止） １３．３�

（伊）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，６０７，５００円 複勝： ２３，３７３，２００円 枠連： ３０，２６２，２００円

普通馬連： １００，４６７，３００円 馬単： １０９，６９４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，０３０，９００円

３連複： １２２，７４６，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４４２，１８２，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ３５０円 � １，１７０円 � １３０円 枠 連（３－８） １８，１３０円

普通馬連 �� ４７，２００円 馬 単 �� ８１，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，６１０円 �� ７２０円 �� ２，８００円

３ 連 複 ��� ３４，８５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８６０７５ 的中 � １５１２８（６番人気）
複勝票数 計 ２３３７３２ 的中 � １４４０２（６番人気）� ３５９６（１２番人気）� ７２６６９（１番人気）
枠連票数 計 ３０２６２２ 的中 （３－８） １２３２（２９番人気）
普通馬連票数 計１００４６７３ 的中 �� １５７１（６０番人気）
馬単票数 計１０９６９４９ 的中 �� ９９９（１１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７０３０９ 的中 �� ９６８（５０番人気）�� ９９０９（６番人気）�� ２３２４（２９番人気）
３連複票数 計１２２７４６３ 的中 ��� ２６００（８５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２５．２―３８．１―５０．７―１：０３．０―１：１４．２―１：２５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３５．０
３ １５－（４，６）（２，３，１０）－（１，８，１１）－１２（７，１３）（１４，９）－５ ４ １５，４（６，１０）２，３（８，１１）１，１２，７（１４，１３）９－５

勝馬の
紹 介

ゲッタウェイ �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 モ ガ ミ 初出走

２００３．４．８生 牝３鹿 母 クイーンバタフライ 母母 エラシヴバタフライ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ショウナンカロス号は，競走中に疾病〔左第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。
※出走取消馬 スパロー号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スパークリング号
※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。



０３０１８ １月２９日 晴 良 （１８東京１）第２日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．７
１：２１．９

良

重

６１１ チャームダンス 牝３鹿 ５４
５３ ☆石橋 脩タマモ� 伊藤 圭三 静内 前田牧場 ４５８－ ６１：２７．３ ４９．０�

２４ � コスモバーン 牡３鹿 ５６
５５ ☆松岡 正海岡田美佐子氏 小西 一男 新冠 松本 信行 ４８８＋ ４１：２７．７２� ８．５�

５１０�� グロスターチャーム 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�服部牧場 中野渡清一 静内 服部 牧場 ４２６－ ２１：２８．０１� ９４．３�
３５ � ビ ー ボ ー ン 牝３鹿 ５４ 田中 剛伊達 秀和氏 加藤 修甫 門別 サンシャイン

牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ３８．９�
３６ ルックアミリオン 牝３栗 ５４ 柴山 雄一竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ４３０－ ８１：２８．１クビ ３．８�
５９ � アリマエクセレント 牡３鹿 ５６ 田中 勝春有馬 博文氏 加藤 和宏 帯広 十勝ケンタウ

ルスファーム ５１８＋ ８ 〃 クビ ２１．４	
４８ �� オリオンザシュネル 牡３栗 ５６ D．バルジュー日浦 桂子氏 根本 康広 三石 大塚牧場 ４８０＋ ２１：２８．２クビ １５．４


（伊）

１１ 	 キングハバタケ 牡３鹿 ５６ 石崎 駿宮地 正昭氏 大友 勝利 浦河 松田 憲一 ５２４＋ ８１：２８．３� ４３．０�
（船橋） （船橋）

４７ ケイアイマイバッハ 牡３青鹿５６ 安藤 勝己亀田 守弘氏 石毛 善彦 新冠 松浦牧場 ４７０－ ２１：２８．９３� ４．５�
８１５ ウインドストーム 牡３鹿 ５６

５３ ▲吉田 隼人中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 浜本牧場 ４８６－ ６１：２９．１１ ５．８
８１６� イッツソークール 牡３青鹿５６ 内田 博幸林 邦良氏 小島 茂之 浦河 高野牧場 ４８０－ ４１：２９．２� ３．７�

（大井）

１２ � ニシノインピッシュ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司西山 茂行氏 菅原 泰夫 鵡川 西山牧場 ４４６＋ ４１：２９．４１� １１８．５�
６１２� ミズサワゲンキ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�畠山牧場 畠山 重則 浦河 浦河土肥牧場 ４３６± ０１：２９．６１
 ２６９．８�
７１４�� キョクイチベガ 牝３芦 ５４ 和田 竜二深野 茂雄氏 富田 一幸 門別 ナカノファーム ４５６＋ ８１：３０．４５ ６１２．０�
７１３� リンガスベガ 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳伊藤 巖氏 境 征勝 静内 三木田 頼嗣 ５０８± ０ 〃 ハナ ２００．７�
２３

�
�
	 ディバインウインド 牡３鹿 ５６ 今野 忠成吉田 勝己氏 山崎 尋美 浦河 村中 一英 ４７８－１３１：３１．６７ １３８．４�

（川崎） （川崎）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，０１７，７００円 複勝： ３３，８１１，４００円 枠連： ４４，１９６，８００円

普通馬連： １３９，５８１，５００円 馬単： １１４，５０６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，３９０，３００円

３連複： １５０，９９２，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５４２，４９６，６００円

払 戻 金

単 勝 � ４，９００円 複 勝 � ７８０円 � ３６０円 � １，５３０円 枠 連（２－６） １１，６５０円

普通馬連 �� １５，１１０円 馬 単 �� ３７，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０００円 �� １１，０８０円 �� ４，６５０円

３ 連 複 ��� １４３，７９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６０１７７ 的中 � ４１９２（１０番人気）
複勝票数 計 ３３８１１４ 的中 � １１０３２（７番人気）� ２８０６３（５番人気）� ５３５０（１１番人気）
枠連票数 計 ４４１９６８ 的中 （２－６） ２８０２（２２番人気）
普通馬連票数 計１３９５８１５ 的中 �� ６８１８（４０番人気）
馬単票数 計１１４５０６７ 的中 �� ２２７６（８６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３３９０３ 的中 �� ２７７１（３４番人気）�� ７３５（７０番人気）�� １７６８（４４番人気）
３連複票数 計１５０９９２２ 的中 ��� ７７５（２１６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．７―１３．１―１２．５―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３６．４―４９．５―１：０２．０―１：１４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャームダンス �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Nijinsky デビュー ２００５．１０．１ 中山５着

２００３．３．２０生 牝３鹿 母 ダンシングゴッデス 母母 Producer ４戦２勝 賞金 １２，７００，０００円
〔発走状況〕 ケイアイマイバッハ号・キョクイチベガ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 アルカライズ号・カマーバンド号・プリンセスヨコハマ号
※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。



０３０１９ １月２９日 晴 良 （１８東京１）第２日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・左）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１８．１．５以降４歳５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�
増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４７ ジャガーノート 牡４黒鹿５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５１０＋１０１：３８．５ １．８�
（大井）

８１５� チョウカイキセキ 牡４黒鹿５６ D．バルジュー�平田牧場 加藤 修甫 静内 タイヘイ牧場 ４８４＋１４１：３９．１３� ５．７�
（伊）

２４ � マイピッカリン �５黒鹿５７ 北村 宏司伊藤 信之氏 坂本 勝美 静内 フジワラフアーム ５５２＋ ８１：３９．３１	 １１．７�
５９ オリエンタルバード 牡４黒鹿５６ 柴山 雄一棚網るみ子氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド B４６２＋ ４１：３９．６１
 ５６．４�
６１２ マイネルピエール 牡５芦 ５７ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 成島 英春 三石 前川 正美 ５０４－ ２ 〃 クビ ６．９�
６１１ オーディンズアイ �５栗 ５７ 村田 一誠 �サンデーレーシング 後藤 由之 追分 追分ファーム ５０２＋ ４１：４０．０２� １７１．１	
３５ マイネルギルト 牡５黒鹿５７ 小林 淳一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 様似 上田 一 ５０４－１０１：４０．２１	 ４７．９

３６ ドクターグリム 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 門別 庄野牧場 ４６２＋ ４１：４０．５１
 ２３．７�
８１６� マイネルホルス 牡４鹿 ５６ 梶 晃啓 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 中本 隆太郎 ４８６＋２６１：４１．１３� ８９．５�
１２ トーセンエンパイア 牡４鹿 ５６

５４ △津村 明秀島川 哉氏 萩原 清 新冠 小泉牧場 ４５６＋ ４ 〃 クビ １１６．８�
２３ オンヴァプリエ �５黒鹿５７ 小野 次郎 �社台レースホース中野 隆良 白老 白老ファーム ４８４＋１０１：４１．７３� １２７．４�
７１３ グローリアスゲスト 牡４黒鹿５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 鈴木 勝美 静内 ビツグレツドフアーム ４９２＋１２１：４１．８� ２３７．９�
７１４�� ウインルーチェ 牝５栗 ５５ 小牧 太荻野 猛夫氏 西塚 安夫 浦河 信岡牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ３１０．３�
４８ テンガロンハット 牡４鹿 ５６ 田中 勝春 �キャロットファーム 河野 通文 早来 ノーザンファーム ５７４＋２０１：４１．９
 ６．９�
１１ � スズニチリン 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹小紫 芳夫氏 杉浦 宏昭 三石 小河 豊水 ４５２± ０１：４２．３２� ２９１．７�
５１０� キタノジャジャウマ 牝４鹿 ５４ 今野 忠成 M・K・Kクラブ組合 南田美知雄 青森 山内牧場 ４７０± ０１：４４．１大差 ２００．５�

（川崎）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，３１３，６００円 複勝： ３２，１０９，１００円 枠連： ４０，５３９，６００円

普通馬連： １７０，０３２，６００円 馬単： １４３，９６７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，４６８，４００円

３連複： １６３，８５０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ６２１，２８１，５００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ２１０円 枠 連（４－８） ４６０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３２０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，５４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３５３１３６ 的中 � １６２７３０（１番人気）
複勝票数 計 ３２１０９１ 的中 � １０４９６６（１番人気）� ３８８４６（３番人気）� ３０９６０（５番人気）
枠連票数 計 ４０５３９６ 的中 （４－８） ６６０２７（１番人気）
普通馬連票数 計１７００３２６ 的中 �� ２１３６３０（１番人気）
馬単票数 計１４３９６７８ 的中 �� １２０２０４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５４６８４ 的中 �� ３４９２７（１番人気）�� ２８３４０（３番人気）�� １１２２７（８番人気）
３連複票数 計１６３８５０４ 的中 ��� ７８８９９（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．７―４８．０―１：００．６―１：１２．８―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャガーノート �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Woodman デビュー ２００５．１．３０ 東京８着

２００２．５．１７生 牡４黒鹿 母 ジャドウォル 母母 Bolt From the Blue ５戦２勝 賞金 １３，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタノジャジャウマ号は，平成１８年２月２８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 ユースフルデイズ号
（非抽選馬） ３頭 サンデーコバン号・ホーネットアーミー号・レオジョーカー号
※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。



０３０２０ １月２９日 晴 良 （１８東京１）第２日 第８競走 ��
��２，４００�ゆ り か も め 賞

発走１３時５０分（番組第９競走を順序変更） （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５５ � マイネルシュピール 牡３黒鹿５６ D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 田中 清隆 英 Mrs S. F.
Dibben ５０６－ ４２：２９．４ ２．９�

（伊）

８８ �� トネノキング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸渡辺喜八郎氏 上杉 昌宏 浦河 三好牧場 ５００－１０ 〃 ハナ ２５．７�
（大井） （大井）

６６ � サインオブゴッド 牡３栗 ５６ 木幡 初広木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４７２－１０ 〃 クビ ５．０�
３３ � マチカネノワキ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝細川 益男氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 B５３６－ ２２：２９．８２	 ６．４�
１１ � マルターズドラドラ 牡３芦 ５６ 松岡 正海藤田与志男氏 尾形 充弘 米 Gallagher’s

Stud ４３０－１２ 〃 クビ １０．６�
７７ 
 マイネルクリプト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中川 公成 浦河 村下 清志 ４７０－ ４２：３０．１１� ４１．０�
２２ ラウンドアイズ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一サウスニア� 堀 宣行 白老 白老ファーム ５２０－ ８２：３０．６３ ７．２	
４４ � アラメダキング 牡３栗 ５６ 柴田 善臣櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米

Grade I Blood-
stock, Inc. &
Halcyon Farm

４６２－ ２２：３０．７� ４．０


（８頭）

売 得 金

単勝： ２６，５３９，９００円 複勝： ２４，０９８，２００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １６８，０９８，７００円 馬単： １４７，８６３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，８７４，０００円

３連複： １４８，８０９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ５４０，２８３，３００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １２０円 � ３８０円 � １８０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ３，３００円 馬 単 �� ５，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ２６０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ４，０６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６５３９９ 的中 � ７４５５４（１番人気）
複勝票数 計 ２４０９８２ 的中 � ８２８２０（１番人気）� １０６００（７番人気）� ３３１７０（３番人気）
普通馬連票数 計１６８０９８７ 的中 �� ３７６１６（１７番人気）
馬単票数 計１４７８６３１ 的中 �� ２１１１９（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４８７４０ 的中 �� ５８３８（１５番人気）�� ２８１０５（１番人気）�� ３５６２（２１番人気）
３連複票数 計１４８８０９４ 的中 ��� ２７０６２（１６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１３．６―１３．８―１２．５―１２．３―１２．４―１２．５―１２．４―１１．５―１１．９―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�
１２．９―２４．０―３７．６―５１．４―１：０３．９―１：１６．２―１：２８．６―１：４１．１―１：５３．５―２：０５．０―２：１６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．９
１
３
３，４＝５－（２，６）７，１－８
７－１，３－４，５，６－（２，８）

２
４

・（３，１）（４，６，７）５，２－８・（７，３）（５，１，４）６（２，８）
勝馬の
紹 介

�マイネルシュピール �
�
父 Singspiel �

�
母父 Marju デビュー ２００５．１１．１３ 東京２着

２００３．４．１８生 牡３黒鹿 母 Elegant 母母 Braneakins ４戦２勝 賞金 １８，７６７，０００円
〔制裁〕 トネノキング号の調教師上杉昌宏は，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。

マイネルシュピール号の騎手D．バルジューは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※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。



０３０２１ １月２９日 晴 良 （１８東京１）第２日 第９競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時２５分（番組第８競走を順序変更） （芝・左）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１８．１．５以降４歳５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�
増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

２４ � ア ク レ イ ム 牡４鹿 ５６ D．バルジュー臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４７４－ ４１：４８．１ ５．３�
（伊）

３６ � ヤマニンメルベイユ 牝４栗 ５４ 柴田 善臣土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４８８＋ ４ 〃 クビ ６．７�
８１６� トゥルーリーズン 牡５青鹿５７ 柴山 雄一 �キャロットファーム 小島 太 米 Payson

Stud Inc. ４８８＋１６１：４８．３１	 ３．７�
４７ 
 タ マ ヒ カ ル 牝４鹿 ５４ 大庭 和弥海谷 幸司氏 高橋 義博 新冠 村上牧場 ４５６± ０１：４８．４� １４８．８�
４８ �� フルヴィクトリー ６鹿 ５７ 内田 博幸�橋本牧場 勢司 和浩 静内 橋本牧場 ４９８＋ ６ 〃 ハナ ３．２�

（大井）

１２ トラッドスキーム 牡５鹿 ５７ 福永 祐一臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４５８＋１０１：４８．６１� ７１．１�
５１０� ホッカイルオー 牡５鹿 ５７

５６ ☆石橋 脩�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 ４６８＋ ６１：４８．８１	 ８５．０	
１１ エレアシチー 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己 
友駿ホースクラブ 萱野 浩二 門別 井本 文雄 ４５２－ ６ 〃 クビ ２８．３�
７１３� アサクサポインター 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝田原 慶子氏 松山 康久 浦河 近藤牧場 ４６４＋ ６１：４８．９クビ １９．３�
６１２
 リアルトブリッジ 牡４栗 ５６

５３ ▲吉田 隼人橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 日優牧場 ４６４＋ ３ 〃 クビ １４７．４
３５ � フォトジェニー 牝５青鹿 ５５

５４ ☆松岡 正海吉田 勝己氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４６０－ ６１：４９．０� １３．０�
６１１ マイネルーシッド 牝４鹿 ５４ 武士沢友治 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 静内 ビツグレツドフアーム ３９８＋ ６ 〃 ハナ ４８．５�
５９ � カゼノユクエ 牡４鹿 ５６ 郷原 洋司喜田 啓照氏 岩城 博俊 門別 本間牧場 ４７８＋ ６１：４９．１クビ １８７．１�
７１４ フサイチギャロップ 牡４青鹿５６ 北村 宏司関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４２４－ ４１：４９．３１	 ９．４�
８１５ ソリッドラヴ 牡４鹿 ５６ 小牧 太山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４７２－ ４１：４９．４� ２８１．９�
２３ 
 ラストパートナー 牝５鹿 ５５ 吉田 豊吉田 昭一氏 加賀 武見 新冠 ハクツ牧場 ４７８－ ８１：４９．５� ２５２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，８６８，１００円 複勝： ５５，２６３，３００円 枠連： ５３，３３１，７００円

普通馬連： ２３５，３１９，４００円 馬単： １６１，０３８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，１２６，０００円

３連複： １７７，０６７，６００円 ３連単： ４３７，１８３，６００円 計： １，２０３，１９８，５００円

払 戻 金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２００円 � ２３０円 � ２４０円 枠 連（２－３） １，１４０円

普通馬連 �� １，５２０円 馬 単 �� ２，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ５８０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ２，９８０円 ３ 連 単 ��� １８，５００円

票 数

単勝票数 計 ３４８６８１ 的中 � ５２３２６（３番人気）
複勝票数 計 ５５２６３３ 的中 � ７８４２６（２番人気）� ６１７９８（３番人気）� ５８６８４（４番人気）
枠連票数 計 ５３３３１７ 的中 （２－３） ３４８２７（６番人気）
普通馬連票数 計２３５３１９４ 的中 �� １１４３４３（６番人気）
馬単票数 計１６１０３８８ 的中 �� ３９８０９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９１２６０ 的中 �� ２２３１１（５番人気）�� ２１０５８（６番人気）�� １５８９４（８番人気）
３連複票数 計１７７０６７６ 的中 ��� ４３９４８（７番人気）
３連単票数 計４３７１８３６ 的中 ��� １７４４９（５３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．０―１２．２―１２．６―１２．３―１１．４―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．５―３６．５―４８．７―１：０１．３―１：１３．６―１：２５．０―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．５

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

勝馬の
紹 介

�ア ク レ イ ム �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．１２．１２ 中山１着

２００２．２．１１生 牡４鹿 母 アカンプリッシュ 母母 リストレーション １０戦２勝 賞金 ２９，７０４，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ラストパートナー号は，平成１８年２月２８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ナムラユーラシア号・ミヤコノカーン号
※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。



０３０２２ １月２９日 晴 良 （１８東京１）第２日 第１０競走 ��
��１，６００�

た ち か わ

立 川 特 別
発走１５時００分 （ダート・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下，１７．１．２９以降１８．１．２３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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

３５ � イ ブ ロ ン 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝栗坂 崇氏 田村 康仁 愛 Ballymacoll
Stud Farm Ltd ５００＋ ４１：３８．８ ２．４�

８１５ ウルフボーイ 牡４鹿 ５５ 内田 博幸�グランド牧場 萱野 浩二 静内 グランド牧場 ４８０± ０１：３９．４３� ８．３�
（大井）

２３ � スマートカイザー 牡６鹿 ５６ 安藤 勝己大川 徹氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６ 〃 アタマ ３７．４�
１２ � エイシンニュートン 牡４芦 ５６ 福永 祐一平井 豊光氏 北橋 修二 米 Classic-

Star, LLC ４８８－ ２１：３９．６１� ４．２�
５９ � スターマーケット 牡５栗 ５５ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９６－ ４１：３９．７クビ ８．４�
８１６	 セイカチューバ 牡４青鹿５５ 小牧 太久米 誠氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ５００－ ２ 〃 アタマ １０．２	
５１０	 ラヴァーズナット 牝５鹿 ５３ 柴山 雄一 �キャロットファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６± ０ 〃 クビ ７．２

４８ マイネルメッセージ 牡８鹿 ５１ 小林 淳一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 根本 康広 浦河 能登 一男 ５４０＋ ８１：３９．８クビ ２８１．０�
１１ � タイキコジャック 牡７鹿 ５３ 江田 照男�大樹ファーム 高橋 祥泰 米 Taiki Farm ４９６± ０１：４０．１２ ８１．９�
４７ 	 スギノウルフ 牡４青鹿５３ 田中 勝春杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４６４＋１０１：４０．２
 ５６．６
３６ ダイワデンバー 牡５鹿 ５４ 松岡 正海大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ ６１．９�
７１４ オジジアンボーイ 牡８鹿 ５２ 水出 大介�ナイト商事 矢野 照正 様似 山口 幸雄 ４９０＋ ６１：４０．３� ５４１．８�
６１１� サムソンハッピー 牡８黒鹿５６ 津村 明秀田中 由子氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ６１：４０．４クビ ５０．０�
２４ 	 ソブリンブライト 牡４鹿 ５３ 吉田 隼人�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４９２± ０１：４１．０３� １２１．５�
６１２ シルクミッドナイト 牡５黒鹿５５ D．バルジュー有限会社シルク伊藤 伸一 新冠 赤坂 光夫 ４９６－ ２１：４１．３２ １５１．２�

（伊）

７１３	 マストビーエンゼル 牡８青鹿５３ 今野 忠成 �サンデーレーシング 柴崎 勇 追分 追分ファーム ４９２－ ６１：４２．１５ １２３．４�
（川崎）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，８２１，４００円 複勝： ５３，３１４，０００円 枠連： ７４，６２７，９００円

普通馬連： ３３９，５４６，８００円 馬単： ２４６，０５２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，５４０，８００円

３連複： ２４６，４７５，９００円 ３連単： ６２５，２７７，４００円 計： １，６９３，６５７，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � ７４０円 枠 連（３－８） ５４０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� １，８８０円 �� ３，６９０円

３ 連 複 ��� １４，６１０円 ３ 連 単 ��� ３９，１２０円

票 数

単勝票数 計 ４４８２１４ 的中 � １４９８９０（１番人気）
複勝票数 計 ５３３１４０ 的中 � １４０５８７（１番人気）� ５７６４３（４番人気）� １３２９８（７番人気）
枠連票数 計 ７４６２７９ 的中 （３－８） １０３１５７（２番人気）
普通馬連票数 計３３９５４６８ 的中 �� ２２４２３５（３番人気）
馬単票数 計２４６０５２８ 的中 �� １０８９３２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３５４０８ 的中 �� ３５７７５（３番人気）�� ８０１７（１８番人気）�� ４０００（３６番人気）
３連複票数 計２４６４７５９ 的中 ��� １２４５３（３５番人気）
３連単票数 計６２５２７７４ 的中 ��� １１７９８（１１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３６．２―４９．１―１：０２．０―１：１４．３―１：２６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�イ ブ ロ ン �
�
父 Machiavellian �

�
母父 Green Desert デビュー ２００５．４．２４ 東京２着

２００２．５．１２生 牡４鹿 母 Desert Beauty 母母 Hellenic ７戦３勝 賞金 ３５，８１２，０００円
〔制裁〕 スマートカイザー号の騎手安藤勝己は，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３０，０００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） ６頭 ウィルビーゼア号・ストームタイガー号・トウショウヴォイス号・トラストブラック号・マイネルクオリティ号・

リワードジオン号
※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。



０３０２３ １月２９日 晴 良 （１８東京１）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�第２０回根岸ステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （ダート・左）
４歳以上；負担重量は，４歳５５�５歳以上５６�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬３�増，GⅡ
競走１着馬２�増，GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：２２．７
１：２１．９

良

重

４７ リミットレスビッド 牡７栗 ５７ 内田 博幸 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５０４± ０１：２３．７ １１．０�
（大井）

６１２� タイキエニグマ 牡５芦 ５６ 柴田 善臣�大樹ファーム 清水 美波 米 Taiki Farm ５１４＋ ４１：２４．０２ ６．３�
２３ トウショウギア 牡６鹿 ５６ 田中 勝春トウショウ産業� 池上 昌弘 静内トウショウ牧場 B５２８＋１０ 〃 クビ ７．８�
３６ サンライズバッカス 牡４黒鹿５６ 佐藤 哲三松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ４７０± ０１：２４．１クビ ３．６�
８１５� シルヴァーゼット 牡５芦 ５６ 津村 明秀�フォーレスト 田所 清広 愛 Mrs J. A.

Dene ５１４＋ ４ 〃 クビ ５５．１�
２４ ニシノコンサフォス 牡６栗 ５６ 和田 竜二西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ５４０－ ６１：２４．２クビ ３０．３	
３５ メイショウボーラー 牡５黒鹿５９ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ５００－ ６１：２４．３クビ ４．１

５９ マイティスプリング 牡４鹿 ５５ 安藤 勝己世賀 聖啓氏 嶋田 潤 三石 レースホース ５６４± ０１：２４．４� ８．３�
４８ ニホンピロサート 牡８黒鹿５７ 小林 徹弥小林百太郎氏 目野 哲也 浦河 橋爪 松夫 ５２４－ ６ 〃 アタマ ４９．９�
８１６	 テイエムアクション 牡５鹿 ５６ 橋本 美純竹園 正繼氏 福島 勝 静内 聖心台牧場 ４９８± ０ 〃 クビ １５．９
６１１	
 バランスオブゲーム 牡７鹿 ５８ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 ヤマダフアーム ４８８＋１２１：２４．６１� １８．５�
１１ 	 リンガスローレル 牝７鹿 ５４ D．バルジュー伊藤 巖氏 境 征勝 静内 三木田 頼嗣 ４８２－ ２１：２４．８１� １０３．８�

（伊）

１２ 
 アグネスジェダイ 牡４鹿 ５７ 小牧 太渡辺 孝男氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B４９０－１７１：２５．３３ ４３．５�
５１０ プライドキム 牡４栗 ５５ 柴山 雄一深見 富朗氏 池添 兼雄 門別 ヤナガワ牧場 ４８０± ０１：２５．４クビ ２２２．４�
７１３ ダイワキングコン 牡４栗 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 ４５８＋２０１：２６．２５ １９８．９�
７１４� ハタノアドニス 牡１０鹿 ５８ 石崎 隆之 �グッドラック・ファーム 佐藤 賢二 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４９０－１０１：２７．１５ ３７１．７�

（船橋） （船橋）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４３，６６９，９００円 複勝： １７４，５９４，３００円 枠連： ２１２，２９５，１００円

普通馬連： １，２５８，２７８，７００円 馬単： ７１５，４１７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０８，８９７，２００円

３連複： ９０８，７７７，１００円 ３連単： ２，０５７，０４１，２００円 計： ５，６７８，９７０，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ３６０円 � ２３０円 � ２８０円 枠 連（４－６） ２，２８０円

普通馬連 �� ３，４５０円 馬 単 �� ８，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� １，４９０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ７，９９０円 ３ 連 単 ��� ５８，４００円

票 数

単勝票数 計１４３６６９９ 的中 � １０３７１６（６番人気）
複勝票数 計１７４５９４３ 的中 � １１６９４３（７番人気）� ２２３９５６（３番人気）� １６７２７０（４番人気）
枠連票数 計２１２２９５１ 的中 （４－６） ６８９３３（１０番人気）
普通馬連票数 計１２５８２７８７ 的中 �� ２６９１７５（１４番人気）
馬単票数 計７１５４１７３ 的中 �� ６４９８４（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０８８９７２ 的中 �� ４５７７５（１４番人気）�� ３３８３４（１８番人気）�� ６６４３９（８番人気）
３連複票数 計９０８７７７１ 的中 ��� ８３９７８（２５番人気）
３連単票数 計２０５７０４１２ 的中 ��� ２５９９９（１８６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１２．１―１２．３―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．７―５９．０―１：１１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リミットレスビッド �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００１．１２．９ 阪神２着

１９９９．６．５生 牡７栗 母 エリザベスローズ 母母 ノーベンバーローズ ２２戦８勝 賞金 ２１５，６４７，０００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 アグネスウイング号・エルカミーノ号・サイモンセッズ号・タイキジリオン号・トップオブワールド号・

メイショウムネノリ号・ロイヤルキャンサー号
※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。



０３０２４ １月２９日 晴 良 （１８東京１）第２日 第１２競走 ��１，３００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１５分 （ダート・左）

牝，４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�，１８．１．５以
降４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競
走の１着馬は２�増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４８ ストロングメモリー 牝６栗 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース古賀 史生 白老 白老ファーム ４５８＋ ８１：１９．２ ３．７�

２３ ピクシーダスト 牝４鹿 ５４ 内田 博幸 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：１９．５１� ８．１�
（大井）

１１ サ ヨ ウ ナ ラ 牝５栗 ５５ 小牧 太小田切有一氏 谷 潔 門別 下河辺牧場 ４６２－１６１：１９．６� ５．７�
１２ サ オ ヒ メ 牝４青鹿５４ 安藤 勝己 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 伊達 メジロ牧場 ４９０－ ８１：１９．８１ １０．２�
４７ アイアムアドーター 牝４鹿 ５４ 今野 忠成堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４７８－ ２１：１９．９� １０３．６�

（川崎）

８１５ ザップトウショウ 牝５鹿 ５５ 小林 淳一トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４７６－ ６１：２０．０� ８４．８	

８１６ シュウザンアイ 牝４栗 ５４
５３ ☆松岡 正海平 正幸氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６８＋ ６ 〃 ハナ ６．９


６１１ フレンドリーステラ 牝４鹿 ５４
５１ ▲大野 拓弥増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４４４－１２１：２０．２１� １７．２�

７１４� フ ロ ー レ ス 牝６黒鹿５５ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 ４７４－ ４ 〃 ハナ ４．８�
７１３� デアテンビー 牝６鹿 ５５ 柴山 雄一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 渡 信義 ４７６－ ２１：２０．３� １３２．８�
２４ 	 エフテーコンコルド 牝４鹿 ５４

５２ △丹内 祐次深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 沖田 忠幸 ５１２＋ ２ 〃 クビ ６６．１�
５９ 	 オポテューニティ 牝４鹿 ５４

５１ ▲吉田 隼人平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４９２± ０１：２０．４� ３９．３�
６１２	 ケイアイステルス 牝７黒鹿５５ 後藤 浩輝亀田 守弘氏 南田美知雄 静内 佐竹 哲 ４７６＋ ８１：２０．７１� １３．８�
３５ レザムルーズ 牝４栗 ５４ 村田 一誠�日進牧場 中野 隆良 浦河 成隆牧場 ４９０± ０１：２１．２３ ９３．４�
５１０ ニジノカナタヘ 牝６芦 ５５ 福永 祐一江川 伸夫氏 的場 均 新冠 川上 悦夫 B４５０－ ８１：２１．３� ４５．８�
３６ ジェイケイシャトル 牝６栗 ５５ D．バルジュー小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B４５４＋ ４１：２１．４� １４６．２�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，７２７，８００円 複勝： ５２，６３４，４００円 枠連： ７７，２２３，４００円

普通馬連： ３３４，０９７，０００円 馬単： ２１８，３６４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，８３６，１００円

３連複： ２５６，５６０，６００円 ３連単： ６１４，５０１，１００円 計： １，６６３，９４４，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ２３０円 � ２００円 枠 連（２－４） １，５９０円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� ２，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ４３０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ３，１９０円 ３ 連 単 ��� １５，２６０円

票 数

単勝票数 計 ４６７２７８ 的中 � ９９９２８（１番人気）
複勝票数 計 ５２６３４４ 的中 � １０７３３４（１番人気）� ５２６８３（５番人気）� ６８４３４（３番人気）
枠連票数 計 ７７２２３４ 的中 （２－４） ３６０４７（９番人気）
普通馬連票数 計３３４０９７０ 的中 �� １５９５４３（４番人気）
馬単票数 計２１８３６４５ 的中 �� ５７６６９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３８３６１ 的中 �� ２５５３３（４番人気）�� ３８９３１（２番人気）�� １６９０８（１２番人気）
３連複票数 計２５６５６０６ 的中 ��� ５９５３２（７番人気）
３連単票数 計６１４５０１１ 的中 ��� ２９７３１（２２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．９―３０．０―４２．１―５４．１―１：０６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングメモリー �
�
父 End Sweep �

�
母父 Valid Appeal デビュー ２００２．８．１０ 新潟１２着

２０００．４．１４生 牝６栗 母 アピーリングストーリー 母母 Charming Story ２４戦５勝 賞金 ７８，９８２，０００円
〔制裁〕 サヨウナラ号の騎手小牧太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
※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。



（１８東京１）第２日 １月２９日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８２頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２３４，９１０，０００円
６，６５０，０００円
１３，９６０，０００円
８３０，０００円
６００，０００円
１，７９０，０００円
２４，４２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，５７５，０００円
５，００４，０００円
１，８３８，２００円

勝馬投票券売得金
４７０，８３０，６００円
５４７，２５６，８００円
６４１，０６１，２００円
３，１３０，６４８，４００円
２，２３１，３６６，５００円
６０８，０６２，２００円
２，６４２，３５２，５００円
３，７３４，００３，３００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 １４，００５，５８１，５００円

総入場人員 ４３，８４９名 （有料入場人員 ４２，７５３名）




