
０３０１３ １月２８日 晴 良 （１９東京１）第２日 第１競走 ��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

６１２�� トーセンアイリス 牝３栗 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 奥平 真治 千歳 社台ファーム ４９０－ ２１：２１．９ １．９�

８１６ ペイアテンション 牝３鹿 ５４ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 平井 雄二 三石 嶋田牧場 ５１４－ ４１：２２．０� ４．０�
８１５ エースハーバー 牝３黒鹿５４ 石橋 脩新川 敏弘氏 松山 康久 門別 里深 牧場 ４７４－ ４１：２２．１クビ ２５．７�
１１ エ ア ソ ワ レ 牝３栗 ５４

５３ ☆吉田 隼人 �ラッキーフィールド小島 茂之 平取 稲原牧場 ４２８－ ４１：２２．２� ４２．７�
２４ レオティアラ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４８４＋ ４ 〃 アタマ ２４３．２�
７１４� フジノファイター 牝３黒鹿５４ 柄崎 将寿藤井 五三氏 柄崎 孝 三石 佐藤 陽一 ４７４± ０１：２２．６２� ５４．６	
６１１ セイサムシング 牝３芦 ５４ 田面木博公柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ ４５５．７

４８ ムービングアウト 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４５０－ ６１：２２．７� ２３．８�
５１０ チェリースイッチ 牝３栗 ５４ 吉田 豊チエリー商事 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４４０－ ２１：２２．８� ５．９�
１２ � サクラアリア 牝３青鹿５４ 四位 洋文�さくらコマース小島 太 静内 谷岡牧場 ４００－ ４ 〃 アタマ １２４．２�
５９ マジックカイマナ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義�富士開発 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４８８＋ ８１：２３．０１ ２９．１�
４７ � リアルファンタジー 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�グランド牧場 水野 貴広 静内 グランド牧場 ４５４＋ ２１：２３．１� １８２．７�
３５ � マイネレプリーク 牝３栗 ５４ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 門別 北陽ファーム ４４２－ ６１：２３．７３� ９．６�
３６ � リュウシャルマン 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司福井 章哉氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４６０± ０１：２４．３３� ３１５．５�
２３ フィールディング 牝３黒鹿５４ 松岡 正海伊達 秀和氏 相沢 郁 門別 サンシャイン

牧場 ４４４－ ６１：２４．６１� ６５．５�
７１３ コスモエンドレス 牝３鹿 ５４ 江田 照男 �ビッグレッドファーム 田子 冬樹 新冠 コスモビューファーム ４２６＋ ４１：２４．８１� ５２３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，３００，７００円 複勝： ２５，１８２，７００円 枠連： ２７，７５２，１００円

普通馬連： ９０，７８６，３００円 馬単： ９２，５４０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０９６，７００円

３連複： １１９，２２６，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４０４，８８６，３００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ３６０円 枠 連（６－８） ３１０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ５００円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３３００７ 的中 � ９９９７６（１番人気）
複勝票数 計 ２５１８２７ 的中 � ８８３４４（１番人気）� ４７３３９（２番人気）� １０７８８（６番人気）
枠連票数 計 ２７７５２１ 的中 （６－８） ６６３５１（１番人気）
普通馬連票数 計 ９０７８６３ 的中 �� １４０４５３（２番人気）
馬単票数 計 ９２５４０９ 的中 �� ９７７４０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０９６７ 的中 �� ３３０６０（２番人気）�� １２１９８（５番人気）�� ５６９２（１２番人気）
３連複票数 計１１９２２６９ 的中 ��� ４９３６５（４番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．３―１２．５―１３．０―１２．７―１２．２―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．３―１８．６―３１．１―４４．１―５６．８―１：０９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
トーセンアイリス �

�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００６．１１．２５ 東京２着

２００４．５．１６生 牝３栗 母 フェスタデルドンナ 母母 スカーレツトブルー ４戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔騎手変更〕 ペイアテンション号の騎手木幡初広は，第１日第３競走での落馬負傷のため小林淳一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 カオリステラ号・ヘイラホップ号・ミサトシャープ号



０３０１４ １月２８日 晴 良 （１９東京１）第２日 第２競走 ��
��１，４００�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 １，０２５，０００
１，０２５，０００

円
円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

８１６� ユーワファントム 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �ユーワライディング 武藤 善則 米 John B.
Ingleson ５００＋ ４１：２８．０ ２．１�

３５ � トップオブドーラ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海藤田与志男氏 斎藤 誠 米 Yoshio Fujita ４３２－ ４１：２８．４２� ２．７�
２４ キングロッチ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文高橋 文男氏 成島 英春 鵡川 エスティウィ

ンファーム ４８４＋ ２１：２８．５� １５．４�
８１５ レオプリンス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�レオ 奥平 雅士 新冠 競優牧場 ４７２＋ ８ 〃 同着 ９５．７�
１１ プリミティーヴ 牡３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人後藤 繁樹氏 秋山 雅一 鵡川 宇南山牧場 ４８８± ０１：２８．７１� １２６．６�
１２ � ユウターストライプ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４６４＋ ４１：２８．８クビ １０３．１�
４８ タケイチバン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大湯 幸栄氏 岩城 博俊 浦河 向別牧場 ４９４± ０１：２９．１２ ２９９．３	
２３ �	 サルバドールボス 牡３栗 ５６ 石橋 脩則武 輝一氏 斎藤 宏 青森 坂下 栄蔵 ５０６＋ ４１：２９．２� ６９．８

５９ � スマートシガー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊大川 徹氏 畠山 吉宏 米

Marvin Delfiner,
Ted Folkerth &
Brookdale

４８６－ ６１：２９．３クビ ６．１�
６１２� プ ー ク ン 牡３栗 ５６

５５ ☆吉田 隼人後藤田公仁氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４１：２９．５１� ２９．０�
６１１� ニシノソウテン 牡３芦 ５６ 大庭 和弥西山 茂行氏 奥平 真治 鵡川 西山牧場 ４７０－ ８１：２９．７
 ２５．３
４７ オープンバッハ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４９４－ ４１：３０．２３ １００．４�
７１４� ホッカイトーラス 牝３鹿 ５４ 小林 淳一�北海牧場 土田 稔 門別 北海牧場 ４３６± ０ 〃 ハナ ２３．５�
３６ 	 スナークヨークン 牡３芦 ５６ 石神 深一杉本仙次郎氏 佐藤 吉勝 門別 田端牧場 ４４２－ ６１：３０．５２ ４０２．９�
７１３	 ト ヨ マ 牡３鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀吉澤 克己氏 清水 英克 三石 谷山 和喜 B４３０－ ４１：３０．７１� １６３．１�
５１０� ユキノハナグルマ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎柏木 務氏 二本柳俊一 三石 山口 忠彦 ４４０－ ４１：３１．０２ ５９９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，１０３，１００円 複勝： ２５，１０１，１００円 枠連： ２８，３３１，３００円

普通馬連： ９８，９９０，５００円 馬単： １０２，１６６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１０４，５００円

３連複： １２５，９９８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４３３，７９５，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １００円 � １１０円 �
�

２１０円
６４０円 枠 連（３－８） ２７０円

普通馬連 �� ２８０円 馬 単 �� ４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 ��

��
２５０円
９７０円

��
��

３００円
１，４００円

３ 連 複 ���
���

５２０円
２，３００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５１０３１ 的中 � ９５０３４（１番人気）
複勝票数 計 ２５１０１１ 的中 �

�
９４９７９
３３３９
（１番人気）
（１０番人気）

� ５３７９２（２番人気）� １４５３１（４番人気）

枠連票数 計 ２８３３１３ 的中 （３－８） ７８３８９（１番人気）
普通馬連票数 計 ９８９９０５ 的中 �� ２６２４２３（１番人気）
馬単票数 計１０２１６６７ 的中 �� １６２１６４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１０４５ 的中 ��

��
６０８５８
１２４６７

（１番人気）
（６番人気）

��
��

１６４０７
２０７４
（３番人気）
（２７番人気）

�� ３０６８（１７番人気）

３連複票数 計１２５９９８６ 的中 ��� ９６３９７（２番人気）��� １９００５（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．１―３６．３―４９．０―１：０１．５―１：１４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．７―３F３９．０
３ ・（５，１６）１３，２，９，３，８，１０，１，１５，６（１４，７，１１，１２）４ ４ ５，１６－１３（２，３）９（８，１０）（１，１５）６（７，１１）（１４，１２）４

勝馬の
紹 介

�ユーワファントム �
�
父 El Corredor �

�
母父 Copelan デビュー ２００７．１．６ 中山２着

２００４．４．１５生 牡３黒鹿 母 Insight to Hope 母母 Precise Vision ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔騎手変更〕 キングロッチ号の騎手木幡初広は，第１日第３競走での落馬負傷のため四位洋文に変更。
〔制裁〕 サルバドールボス号の調教師斎藤宏は，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。
※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 キシュウトレジャー号・ローリエエンペラー号



０３０１５ １月２８日 晴 良 （１９東京１）第２日 第３競走 ��１，６００�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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

８１５� コスミックスピード 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹池谷 誠一氏 本間 忍 新冠 新冠橋本牧場 ４６２＋ ４１：４１．５ ３．３�

５１０� ディヴァインシチー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 目名太山口
牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ １２．０�

７１４� サイレントパンサー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２－ ４１：４１．７１ １７．０�

４８ カ ン タ ー タ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一�服部牧場 清水 英克 静内 服部 牧場 ４７０－ ４１：４２．４４ １９７．２�
４７ シャドウブルース 牡３鹿 ５６ 武 豊飯塚 知一氏 河野 通文 追分 追分ファーム ４９０＋ ８１：４２．９３ １．８�
６１２ ノゾミヒカル 牡３栗 ５６

５５ ☆吉田 隼人�富士開発 後藤 由之 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ ８．１	

３５ マイネルアーバニタ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ４１：４３．０クビ １０４．５


７１３ グローリーバッハ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４４０－ ２１：４３．１� ７６．０�
２３ タマモグッドラック 牡３鹿 ５６ 北村 宏司タマモ� 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４４０＋ ６ 〃 ハナ ６９．４�
１１ � バトルフィースト 牡３栗 ５６

５３ ▲黛 弘人宮川 秋信氏 山田 要一 三石 高田 幸夫 ４４６－１０ 〃 アタマ ５９５．１
６１１ テンジンカズトヨ 牡３黒鹿５６ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４７０＋ ２１：４３．２クビ ５６１．１�
８１６ デルマジョン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 ファニーヒルファーム ４６２± ０１：４３．４１� ２７１．６�
１２ � クロスナビゲーター 牡３青鹿５６ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ５２４－ ４ 〃 ハナ ４２８．４�
５９ プレザントアフェア 牡３黒鹿５６ 田面木博公水谷八重子氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ５３０± ０１：４３．７１� ３０３．６�
３６ � ヒカルライジング 牡３黒鹿５６ O．ペリエ 高橋 光氏 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２１：４３．８� １４．６�

（仏）

２４ � ヒシクラフト 牡３鹿 ５６ 小野 次郎阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 平取 北島牧場 ５１０＋１６１：４５．７大差 ４６１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，３９５，６００円 複勝： ３６，５２１，６００円 枠連： ３０，２９１，２００円

普通馬連： １０６，７７５，４００円 馬単： １２１，４１３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，７５２，９００円

３連複： １３９，１２５，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４９８，２７５，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １７０円 � ３２０円 � ５４０円 枠 連（５－８） ２，３８０円

普通馬連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ３，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ９４０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� ８，９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２３９５６ 的中 � ７８３８３（２番人気）
複勝票数 計 ３６５２１６ 的中 � ７３２２３（２番人気）� ２７５２５（４番人気）� １４６３１（６番人気）
枠連票数 計 ３０２９１２ 的中 （５－８） ９４１４（８番人気）
普通馬連票数 計１０６７７５４ 的中 �� ３２６３９（７番人気）
馬単票数 計１２１４１３９ 的中 �� ２２９３２（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１７５２９ 的中 �� １１６０１（７番人気）�� ８４２６（９番人気）�� ３６８６（２０番人気）
３連複票数 計１３９１２５１ 的中 ��� １１４４１（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．５―３６．９―５０．３―１：０４．０―１：１６．５―１：２８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３７．５
３ ・（１０，１６）１３（１２，６，１５）（１，７，１１）（３，５，８）（４，９）２，１４ ４ １０（１６，１３）（１２，６，１５）（７，１１）（１，８）（３，５，１４）９（４，２）

勝馬の
紹 介

�コスミックスピード �
�
父 フサイチソニック �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００７．１．８ 中山２着

２００４．５．１４生 牡３黒鹿 母 ビューティバランス 母母 ヘリオトロープ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔騎手変更〕 グローリーバッハ号の騎手柴田善臣は，第１日第３競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。
〔制裁〕 クロスナビゲーター号の騎手郷原洋司は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
〔調教再審査〕 クロスナビゲーター号は，発走後に外側に逃避したことについて調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 スバルジョウ号・ドンアドヴァイタ号
※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。



０３０１６ １月２８日 晴 良 （１９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

７１３� クリムゾンベガ 牡３黒鹿５６ 武 豊 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：５０．６ ４．４�

８１５ トーセントゥルー 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆吉田 隼人島川 �哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４６０－ ２１：５０．７� ２．５�

４８ � ダノンヴィッター 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�ダノックス 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ６ 〃 クビ ２．４�
４７ � ブリリアントタイム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 谷川牧場 ４７０－ ２１：５０．９１	 ３７．０�
１２ � ケイビイレター 牝３黒鹿５４ 小野 次郎菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４１６－ ８ 〃 クビ ４７．６	
２４ ザドリームキング 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝平本 敏夫氏 根本 康広 新冠 川上牧場 ４８２± ０１：５１．０クビ １０．４

５１０� トウキュウフェロー 牡３黒鹿５６ 江田 照男一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 浦河 �桁牧場 B４５８＋ ４１：５１．２１ ３７３．９�
５９ � ファンシーショップ 牝３青鹿５４ 北村 宏司 �イースターサンデー 菊川 正達 浦河 山春牧場 ４４４－ ８１：５１．４１
 ６６．７
１１ � ハンスジャック 牡３栗 ５６ 郷原 洋司吉橋 計氏 郷原 洋行 静内 山田牧場 ４７２－ ４１：５１．５
 １７８．５�
７１４ ケイコバラカ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎小林けい子氏 栗田 博憲 門別 ヤナガワ牧場 ４６２＋ ８ 〃 クビ １９４．２�
３５ メジロホマム 牡３栗 ５６ 福永 祐一�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺 メジロ牧場 B４８０－ ４１：５１．７１
 １２７．４�
６１１� アサクサシャトル 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹田原源一郎氏 佐々木亜良 千歳 社台ファーム ４７０－ ２ 〃 ハナ １６６．４�
６１２� ショウナンカピタン 牡３黒鹿５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 青森 大久保 寛 B５１８＋ ２１：５２．６５ １２０．２�
２３ � ヤマショウオペラ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠菅原 秀仁氏 山田 要一 三石 白井 吉美 ４２６＋ ２ 〃 ハナ ８０２．０�
８１６� ビ シ バ シ ン 牡３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４１６＋ ４１：５２．９２ ６１３．９�
３６ �� カヤドーブラン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一黒澤 尚氏 根本 康広 三石 下屋敷牧場 ４４４＋ ６１：５３．２２ １２９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，５３４，３００円 複勝： ３４，６０９，４００円 枠連： ３４，９２４，９００円

普通馬連： １２３，９７３，８００円 馬単： １２９，６６８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，５７５，６００円

３連複： １５７，８４０，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５５０，１２６，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １３０円 � １００円 � １１０円 枠 連（７－８） ４４０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ２１０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３６５３４３ 的中 � ６６００８（３番人気）
複勝票数 計 ３４６０９４ 的中 � ５８２６２（３番人気）� １１２７２３（１番人気）� ８４１４４（２番人気）
枠連票数 計 ３４９２４９ 的中 （７－８） ５８７６５（２番人気）
普通馬連票数 計１２３９７３８ 的中 �� １９８６３２（２番人気）
馬単票数 計１２９６６８２ 的中 �� ７９９００（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２５７５６ 的中 �� ４４７２７（２番人気）�� ３４２１５（３番人気）�� ６０６７１（１番人気）
３連複票数 計１５７８４０２ 的中 ��� ３１５２３１（１番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．２―１２．２―１２．８―１３．１―１３．２―１１．８―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．２―３６．４―４９．２―１：０２．３―１：１５．５―１：２７．３―１：３８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．１

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

勝馬の
紹 介

�クリムゾンベガ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００６．１２．１０ 中山２着

２００４．５．６生 牡３黒鹿 母 サンセットバレー 母母 スカーレットリボン ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔騎手変更〕 ザドリームキング号の騎手木幡初広は，第１日第３競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。

カヤドーブラン号の騎手佐藤聖也は，第１日第２競走での落馬負傷のため小林淳一に変更。
クリムゾンベガ号の騎手柴田善臣は，第１日第３競走での落馬負傷のため武豊に変更。

〔制裁〕 ケイビイレター号の騎手小野次郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※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 アドマイヤヒビキ号・ガラン号



０３０１７ １月２８日 晴 良 （１９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

２３ �� ミンティエアー 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義�RRA 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４５８ ―１：３６．４ ２．３�

５９ エ ア ル ー ア 牝３芦 ５４ 加藤士津八 �ラッキーフィールド加藤 和宏 様似 猿倉牧場 ４２２ ―１：３６．６１� ４７．７�
１１ ホワイトヴェール 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４５０ ―１：３６．８１� ５０．３�
３６ � エクセシヴラヴ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４４４ ―１：３６．９クビ ３．１�
１２ � グリントインダンス 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 相沢 郁 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０ ― 〃 クビ ６．２�
２４ イッキイチユウ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥内藤 好江氏 鈴木 勝美 静内 藤本牧場 ４３８ ―１：３７．１１� １６０．２	
８１５ フィギュアダンス 牝３栗 ５４

５３ ☆津村 明秀栗嶋 豊明氏 坂本 勝美 門別 福満牧場 ４４８ ― 〃 ハナ １７１．２

３５ � アドマイヤスペース 牝３芦 ５４

５１ ▲的場 勇人近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４３６ ―１：３７．５２� ８６．８�
６１１� シャンハイオペラ 牝３栗 ５４ 小林 淳一酒井 秀男氏 土田 稔 三石 パシフイツク

牧場 ４４０ ― 〃 クビ ６４．２�
５１０ トーホウヒロイン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊東豊物産� 浅野洋一郎 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４６６ ―１：３７．６� １７．４
６１２ プ ラ シ ー ボ 牝３鹿 ５４ 江田 照男田中 晴夫氏 中川 公成 静内 田中 静一 ４３８ ―１：３８．２３� ９６．５�
４７ � リアルワース 牝３鹿 ５４ 小野 次郎�日進牧場 中野 隆良 浦河 成隆牧場 ４４２ ― 〃 ハナ １７９．７�
７１４ マツノミドリ 牝３栗 ５４

５１ ▲黛 弘人橘 倍男氏 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４０２ ―１：３８．３クビ ９４．３�
７１３� グレイススマイル 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４３４ ―１：３８．５１� ６．７�
４８ � サキノローレル 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�原 富夫氏 大和田 稔 三石 信田牧場 ４０８ ―１：３８．７１� ９７．７�
８１６ セレブレイトアゲン 牝３栗 ５４

５３ ☆吉田 隼人浅川 皓司氏 成島 英春 静内 三木田 明仁 ４５０ ―１：３８．９１ １６１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１１０，５００円 複勝： ２５，１３１，５００円 枠連： ３２，２８７，１００円

普通馬連： ８８，９９１，６００円 馬単： ９９，５０４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１０２，０００円

３連複： １１８，４９８，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４１６，６２５，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ９４０円 � １，０１０円 枠 連（２－５） １，３４０円

普通馬連 �� ３，５４０円 馬 単 �� ５，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６７０円 �� １，８８０円 �� １０，７９０円

３ 連 複 ��� ５７，８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６１１０５ 的中 � ９１８５３（１番人気）
複勝票数 計 ２５１３１５ 的中 � ７０１６９（１番人気）� ５３５８（７番人気）� ４９７４（８番人気）
枠連票数 計 ３２２８７１ 的中 （２－５） １７９１４（６番人気）
普通馬連票数 計 ８８９９１６ 的中 �� １８５７３（９番人気）
馬単票数 計 ９９５０４５ 的中 �� １４４４６（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１０２０ 的中 �� ３９１１（１１番人気）�� ３４５７（１４番人気）�� ５８１（６３番人気）
３連複票数 計１１８４９８２ 的中 ��� １５１１（１０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．９―３５．８―４８．１―１：００．８―１：１２．６―１：２４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３５．６
３ ７（９，１２）（４，１０）１３（２，６，１１）－１（１５，３）－１６，５，１４，８ ４ ７，９（４，１２）１０（２，１３）１１，３（１，６，１５）－１６，５，１４，８

勝馬の
紹 介

�
�
ミンティエアー �

�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Deputy Minister 初出走

２００４．２．１２生 牝３黒鹿 母 ヒットザスポット 母母 Perfect Example １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 サキノローレル号の騎手木幡初広は，第１日第３競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アイスカービング号・エアデヴォン号・スマートイマージュ号・セルフポートレイト号・ディアビューティー号・

フェイズダンス号・プリンセストロイ号・マイネナデシコ号・ラフアップ号



０３０１８ １月２８日 晴 良 （１９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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

７１３ パープルストック 牝３栗 ５４ 蛯名 正義臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：２６．３ ４０．２�

３４ マイニングゴールド 牡３栗 ５６ 武 豊泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４６０± ０１：２６．７２� ３．５�
８１４ ニシノテンカ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ３．２�
４６ � ミキノモナコ 牝３栗 ５４ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 三石 久米 和夫 ４５４＋ ２１：２７．３３� ８．６�
５８ � ヒシプレミア 牡３鹿 ５６ 小野 次郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 浦河育成牧場 ５００＋ ４１：２７．５１ ６．３�
２３ ナンヨーウエスト 牝３鹿 ５４ 石橋 脩中村 �也氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４３８＋ ２ 〃 アタマ ２３．８�
２２ ヤマカツシリウス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎山田 博康氏 池添 兼雄 静内 岡田牧場 ５３０＋ ２ 〃 アタマ ４．６�
４７ � アポロサーカス 牡３栗 ５６

５５ ☆吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新冠 カミイスタット ４８６＋ ４ 〃 ハナ ２２０．６	
８１５� ゴールデンミション 牡３鹿 ５６ 福永 祐一
協栄 瀬戸口 勉 門別 タバタファーム ４９８－ ２１：２７．９２� １７．６�
１１ マロンラッシュ 牝３栗 ５４ 吉田 豊ディアレスト 加賀 武見 平取 船越 伸也 ４３８± ０ 〃 ハナ ９６．８�
５９ �� ヤマノトレジャー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司山口 克己氏 本郷 一彦 穂別 佐久間 孝司 ４６４＋ ４ 〃 アタマ ５０２．０
６１１� トーセンフーガ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文島川 �哉氏 古賀 史生 静内 服部 牧場 ４８４－ ４１：２８．０クビ ５１．３�
６１０� テイエムゲンキボ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ４７２± ０ 〃 ハナ ２８２．５�
３５ � ミサトシャーディー 牡３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人戸部 洋氏 根本 康広 門別 ファーミングヤナキタ ４４６－ ４１：２８．５３ ３９２．１�
７１２� エフテーパンサー 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 斉藤 正男 ４３２＋ ８１：２９．２４ ７７１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，１４６，４００円 複勝： ４１，８８６，７００円 枠連： ３４，０８９，８００円

普通馬連： １２９，５１７，３００円 馬単： １１８，３３６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，４７８，３００円

３連複： １５２，５７９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５４１，０３５，２００円

払 戻 金

単 勝 � ４，０２０円 複 勝 � ６６０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（３－７） ７，７７０円

普通馬連 �� ７，９２０円 馬 単 �� ２５，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１１０円 �� １，５８０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ７，３３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１１４６４ 的中 � ６１１０（８番人気）
複勝票数 計 ４１８８６７ 的中 � １１５４６（８番人気）� ６６５８９（３番人気）� ９８３５５（１番人気）
枠連票数 計 ３４０８９８ 的中 （３－７） ３２４０（１８番人気）
普通馬連票数 計１２９５１７３ 的中 �� １２０７６（２２番人気）
馬単票数 計１１８３３６９ 的中 �� ３３７５（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３４７８３ 的中 �� ３６１２（２２番人気）�� ４８９５（１８番人気）�� ２８０２１（２番人気）
３連複票数 計１５２５７９８ 的中 ��� １５３７０（２３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．３―１２．７―１２．４―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．１―３６．４―４９．１―１：０１．５―１：１３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パープルストック �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００６．１０．２２ 東京８着

２００４．５．１４生 牝３栗 母 パープルホワイト 母母 カ ノ ー プ ス ５戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
〔騎手変更〕 ナンヨーウエスト号の騎手柴田善臣は，第１日第３競走での落馬負傷のため石橋脩に変更。

ミサトシャーディー号の騎手佐藤聖也は，第１日第２競走での落馬負傷のため的場勇人に変更。



０３０１９ １月２８日 晴 良 （１９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）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
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

１１ ソフトパワー 牡５鹿 ５７ O．ペリエ 中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別トヨサトアライファーム ４９８＋ ８１：３８．９ ４．７�
（仏）

３５ � サンデーコバン 牡５青鹿５７ 吉田 豊長谷川兼美氏 小島 茂之 門別 野木山 博 ５００＋１０ 〃 ハナ １０．９�
３６ � デジデーリオ 牡５鹿 ５７ 江田 照男岡田 牧雄氏 清水 美波 千歳 社台ファーム ４７４＋ ８１：３９．０� １０．１�
１２ 	 ヘイアンルモンド 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝荻原 昭二氏 松山 康久 追分 追分ファーム ５１２－ ６ 〃 クビ ３．６�
２３ � オンワードマルタ 牝７芦 ５５ 石橋 脩樫山 章子氏 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４５４＋ ２１：３９．２１
 ９．２�
７１４� セイウンビバーチェ 牡５鹿 ５７ 武 豊西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Sez Who Thor-

oughbreds ５１０＋ ４１：３９．４１� ３．２�
６１２� グランレーヴ 牡４鹿 ５６ 村田 一誠前田 幸治氏 古賀 史生 米 Tim Thornton &

Brereton C. Jones ５１４＋ ２１：４０．３５ １５６．２�
４８ � シンボリプロキオン 牡４栗 ５６

５５ ☆吉田 隼人シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５１４＋ ６ 〃 ハナ ３７．４	
５９ � バンダムトレジャー 牡４栗 ５６ 蛯名 正義山科 統氏 国枝 栄 米

Robert E. Meyer-
hoff & Saint Bal-
lado Syndicate

B５４０＋ ４１：４０．７２� ２４．９

５１０ コリンズグラス 牝５栗 ５５ 小野 次郎 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：４０．８クビ ６４．１�
２４ �	 ダンシングボーイ 牡４鹿

５６
５３ ▲的場 勇人伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 北星村田牧場 B４６２－ ６１：４１．１２ １０５．９

８１５�	 コスモアレックス 牡５青鹿
５７
５４ ▲千葉 直人 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 静内 西村 和夫 ４６２－ ４ 〃 ハナ ２１９．８�

８１６ シンボリハレー 牡４黒鹿５６ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４５２＋ ２１：４１．６３ ９６．８�
７１３� サジターリオ 牡５栗 ５７

５６ ☆津村 明秀サウスニア� 鈴木 伸尋 米 Ashleigh
Stud ５１０＋１４１：４２．５５ ２８．１�

４７ 	� スプラッシュビート 牝４鹿 ５４ 松岡 正海飯田 正剛氏 坂本 勝美 門別 豊洋牧場 ４６８＋ ８１：４３．４５ ２１８．８�

（１５頭）
６１１ ウイニングヒット 牡４鹿 ５６ 横山 典弘芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 浦河 日向牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３０，６４５，９００円 複勝： ３５，１７０，２００円 枠連： ４７，６４０，１００円

普通馬連： １３０，２２０，１００円 馬単： １０５，７２４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，５７３，９００円

３連複： １５３，７４８，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５３６，７２２，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２００円 � ３２０円 � ２４０円 枠 連（１－３） ５８０円

普通馬連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ４，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ８３０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ５，９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ３０６４５９（返還計 １ ） 的中 � ５２３３２（３番人気）
複勝票数 差引計 ３５１７０２（返還計 ０ ） 的中 � ５０８１９（３番人気）� ２６２３８（６番人気）� ３９８７０（４番人気）
枠連票数 差引計 ４７６４０１（返還計 ０ ） 的中 （１－３） ６０７２７（２番人気）
普通馬連票数 差引計１３０２２０１（返還計 ４３） 的中 �� ３９８５９（１２番人気）
馬単票数 差引計１０５７２４０（返還計 ２１） 的中 �� １７７９８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３３５７３９（返還計 ６２） 的中 �� １０７７０（１０番人気）�� １００９６（１２番人気）�� ８５５７（１４番人気）
３連複票数 差引計１５３７４８７（返還計 ６１） 的中 ��� １８９８４（１８番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．９―１２．８―１２．９―１２．５―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．６―３５．５―４８．３―１：０１．２―１：１３．７―１：２６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソフトパワー �
�
父 ア サ テ ィ ス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００４．１１．７ 東京１着

２００２．３．１８生 牡５鹿 母 トーシンチャーム 母母 マイコマドンナ １３戦３勝 賞金 ３０，４００，０００円
〔出走取消〕 ウイニングヒット号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 シンボリプロキオン号の騎手柴田善臣は，第１日第３競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。

コスモアレックス号の騎手佐藤聖也は，第１日第２競走での落馬負傷のため千葉直人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カンペキ号
（非抽選馬） ８頭 オポテューニティ号・カネショウサンデー号・ビュレットライナー号・ビートザディーラー号・

ベルモントアーサー号・ベルモントメビウス号・ミヨノインパクト号・モンサラーシュ号
※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。



０３０２０ １月２８日 晴 良 （１９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 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

８８ �� マイネルヘンリー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 三石 木下牧場 B４９６± ０２：２７．１ ４．７�

４４ � エルソルダード 牡３青 ５６ 松岡 正海 �社台レースホース伊藤 伸一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１６－ ２２：２７．３１� １６．３�

６６ � サンアイブライト 牝３鹿 ５４ 江田 照男福島 実氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８２－ ２２：２７．５１� ２５．２�
１１ �� キングオブロマネ 牡３黒鹿５６ 武 豊嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ５００± ０２：２７．８１	 １５．２�
７７ リバイバルシチー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 浦河 アイオイファーム ４７４－ ５ 〃 クビ １２０．０�
２２ 
 シーレイダース 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Lynch Bages And

Ocean Bloodstock ４６６＋ ６ 〃 ハナ ５．８	
３３ � ヒカルオオゾラ 牡３青 ５６ O．ペリエ 高橋 光氏 池江 泰寿 洞爺（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６－ ８２：２８．０１� １．８

（仏）

５５ � ホクトスルタン 牡３芦 ５６ 横山 典弘布施壽賀子氏 加藤 和宏 三石 ダイイチ牧場 ４８０＋ ４ 〃 クビ ６．９�

（８頭）

売 得 金

単勝： ４５，６９１，１００円 複勝： ３８，１５８，９００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １６９，７２８，９００円 馬単： １７８，９３７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，２７３，８００円

３連複： １６６，６５８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ６３１，４４７，８００円

払 戻 金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � ３７０円 � ３５０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ２，５１０円 馬 単 �� ４，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ８８０円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� ９，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ４５６９１１ 的中 � ７７８５７（２番人気）
複勝票数 計 ３８１５８９ 的中 � ６８７４４（２番人気）� ２４０３７（６番人気）� ２５８０５（５番人気）
普通馬連票数 計１６９７２８９ 的中 �� ５００６８（１０番人気）
馬単票数 計１７８９３７０ 的中 �� ２８８５９（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２２７３８ 的中 �� ８９６３（１１番人気）�� ９２０９（１０番人気）�� ３８０１（２１番人気）
３連複票数 計１６６６５８１ 的中 ��� １２９２６（２７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．９―１２．１―１２．３―１２．６―１２．４―１３．４―１３．４―１１．２―１１．６―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�
１２．６―２３．７―３５．６―４７．７―１：００．０―１：１２．６―１：２５．０―１：３８．４―１：５１．８―２：０３．０―２：１４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３５．３
１
３

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

２
４

・（３，５）＝４，６－１－２，７－８
５（３，４，６）１，２，８，７

勝馬の
紹 介

�
�
マイネルヘンリー �


父 メジロマックイーン �


母父 Sadler’s Wells デビュー ２００６．１１．２６ 東京９着

２００４．３．２４生 牡３鹿 母 エンプレスマティルダ 母母 Reine Mathilde ５戦２勝 賞金 ２３，２０３，０００円
〔騎手変更〕 サンアイブライト号の騎手木幡初広は，第１日第３競走での落馬負傷のため江田照男に変更。
※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。



０３０２１ １月２８日 晴 良 （１９東京１）第２日 第９競走 ��１，３００�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） （ダート・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
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

６１１� スズカフォイル 牝５鹿 ５５ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４５６－ ６１：１８．８ ４．８�

１２ � ポライトストーン 牝５栗 ５５ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 門別 下河辺牧場 ４８４－１６ 〃 アタマ ５．８�
１１ � ブルーチェイサー 牝６黒鹿５５ 小野 次郎篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４７６＋ ２１：１９．０１� １１７．５�
７１３ ゴールドオアシス 牝４鹿 ５４ 蛯名 正義福島 実氏 嶋田 功 門別 沖田牧場 ４６６± ０１：１９．１� ４．０�
３６ レザムルーズ 牝５栗 ５５ 郷原 洋司�日進牧場 中野 隆良 浦河 成隆牧場 ４８４± ０１：１９．２	 １２２．２�
２３ 
 カマーバンド 牝４芦 ５４ 勝浦 正樹水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 B４７６＋ ２ 〃 ハナ ２６．４�
４８ ハニーハント 牝６栗 ５５

５２ ▲的場 勇人 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４３２± ０１：１９．３クビ ６９．０	
３５ ワンモアフリート 牝５鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４２４－ ６１：１９．４� １２．２

８１６ リメンバードリーム 牝５青 ５５

５２ ▲水出 大介 �社台レースホース矢野 進 千歳 社台ファーム ４６６－ ２１：１９．５	 ６．１�
２４ ウィストラム 牝５鹿 ５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８６＋１６１：１９．７１	 １０．４�
５９ モリトヴィーナス 牝６栗 ５５ 村田 一誠石橋 忠之氏 後藤 由之 三石 広田牧場 ４４８－１０１：２０．０１� ３８．３
４７ �� ロ ゼ ッ タ 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝�橋 信博氏 高橋 義博 静内（有）下河辺トレー

ニングセンター ４０８－ ４１：２０．１� ９５．７�
６１２ マチカネエンジイロ 牝６栗 ５５ 北村 宏司細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：２０．２クビ １６．８�
７１４ ヤマニントゥドロワ 牝６芦 ５５ 松岡 正海土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４１２± ０１：２０．７３ ３０２．６�
８１５ フェザーレイ 牝６黒鹿５５ 石橋 脩 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 早来 ノーザンファーム ４２２± ０ 〃 クビ １６．６�
５１０ シュウザンアイ 牝５栗 ５５ 福永 祐一平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４５０－１０１：２０．８クビ １８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，２４８，６００円 複勝： ５４，０４８，６００円 枠連： ６０，５２６，２００円

普通馬連： ２２６，１８５，７００円 馬単： １３８，９６３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，１１１，４００円

３連複： １９３，５１３，７００円 ３連単： ４２６，２８５，５００円 計： １，１８８，８８３，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２１０円 � ２６０円 � ２，１３０円 枠 連（１－６） １，８５０円

普通馬連 �� ２，３００円 馬 単 �� ４，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ７，４９０円 �� ７，４９０円

３ 連 複 ��� ７１，１６０円 ３ 連 単 ��� ２８６，０００円

票 数

単勝票数 計 ３７２４８６ 的中 � ６２３０４（２番人気）
複勝票数 計 ５４０４８６ 的中 � ８２５１７（２番人気）� ５９３９５（４番人気）� ５１５３（１４番人気）
枠連票数 計 ６０５２６２ 的中 （１－６） ２４２３２（９番人気）
普通馬連票数 計２２６１８５７ 的中 �� ７２６９１（７番人気）
馬単票数 計１３８９６３６ 的中 �� ２１９５７（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２１１１４ 的中 �� １４８１６（６番人気）�� １６７０（６４番人気）�� １６６９（６５番人気）
３連複票数 計１９３５１３７ 的中 ��� ２００７（１８１番人気）
３連単票数 計４２６２８５５ 的中 ��� １１００（８１５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．８―２９．４―４１．６―５３．６―１：０５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スズカフォイル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Unbridled デビュー ２００４．７．２５ 函館１着

２００２．３．１９生 牝５鹿 母 アンフォイルド 母母 Bold Foil ２２戦４勝 賞金 ５４，３１４，０００円
〔騎手変更〕 シュウザンアイ号の騎手柴田善臣は，第１日第３競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アドマイヤダンサー号・グリーディー号・ケイビイスパイダー号・シャイニングムーン号・デアテンビー号・

レオフォーレンス号



０３０２２ １月２８日 晴 良 （１９東京１）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�

そうしゅん

早春ステークス
発走１５時００分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，１８．１．２８以降１９．１．２１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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

１２ �� アグネスアーク 牡４鹿 ５６ 長谷川浩大渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４０－ ６１：４６．２ ３．０�

２３ ヨイチサウス 牡６栗 ５６ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 青森 一山牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ９１．９�
３６ エイシンデピュティ 牡５栗 ５７ 福永 祐一平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４９４＋ ２１：４６．４１� ８．１�
７１４� ジョリーダンス 牝６芦 ５５ 秋山真一郎小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４７６± ０１：４６．５クビ ５．６�
４８ ウインレガート 牡８鹿 ５４ 北村 宏司�ウイン 宗像 義忠 新冠 早田牧場新

冠支場 ５３０＋ ８１：４６．６	 ８３．７�
８１６ エ ア サ バ ス 牡５黒鹿５６ 武 豊 �ラッキーフィールド伊藤 雄二 千歳 社台ファーム ５２０－ ８１：４６．８１� ８．７�
１１ � ユキノアサカゼ 牡４栗 ５４ 松岡 正海馬場 幸廣氏 根本 康広 白老 習志野牧場 ５２４＋ ６１：４６．９クビ ４９．２	
６１１� ピカレスクコート 牡５鹿 ５７ O．ペリエ 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 浦河 岡崎牧場 ５００＋ ６ 〃 クビ １２．４

（仏）

３５ �� グレートバルサー 牡６青鹿５４ 加藤士津八大河内一権氏 国枝 栄 静内 小倉 光博 ４７６± ０１：４７．０クビ １７０．１�
５１０ シルクタイガー 牡５芦 ５６ 横山 典弘有限会社シルク昆 貢 新冠 早田牧場新

冠支場 ４６８－ ２１：４７．２１� ５．８�
８１５
 ドラゴンウェルズ 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝窪田 芳郎氏 藤原 英昭 米 Kilroy Thorough-

bred Partnership ４８２－ ４１：４７．３� ７．５
２４ チョウカイフライト 牡８黒鹿５６ 郷原 洋司�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ４７８－ ４１：４７．６２ １０６．３�
７１３� インマイアイズ 牡６鹿 ５６ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 清水 出美 早来 ノーザンファーム ５５０＋ ８１：４７．８１ ２２．９�
６１２
 トーヨーエーピー 牡４芦 ５２ 小林 淳一�トーヨークラブ 成島 英春 米

David Houchin, Mrs. J.
G. Jones Sr. & Eleanor
Drake Rose Trust

B４９４－ ２ 〃 クビ ５０２．８�
５９ ウルヴズグレン 牡８鹿 ５３ 武士沢友治 �社台レースホース小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４９６－１０１：４８．３３ ３４８．９�
４７ �� テンジンダイカグラ 牡４栗 ５３ 小野 次郎�テンジン 矢野 照正 浦河 酒井 源市 B４７２± ０１：４９．６８ ６６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６２，７８３，８００円 複勝： ８７，７５５，０００円 枠連： ７８，４１７，５００円

普通馬連： ３８１，５３８，１００円 馬単： ２３２，９２９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ８０，０１７，１００円

３連複： ２９７，１１６，６００円 ３連単： ６６７，７５６，３００円 計： １，８８８，３１４，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １７０円 � １，２８０円 � ２６０円 枠 連（１－２） ６，０３０円

普通馬連 �� １６，０６０円 馬 単 �� ２２，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４６０円 �� ５５０円 �� ６，７５０円

３ 連 複 ��� ２８，２５０円 ３ 連 単 ��� １７６，４５０円

票 数

単勝票数 計 ６２７８３８ 的中 � １６６３１６（１番人気）
複勝票数 計 ８７７５５０ 的中 � １７４２９１（１番人気）� １３５２３（１２番人気）� ９０８７６（４番人気）
枠連票数 計 ７８４１７５ 的中 （１－２） ９６０５（２０番人気）
普通馬連票数 計３８１５３８１ 的中 �� １７５４３（３７番人気）
馬単票数 計２３２９２９９ 的中 �� ７７９２（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８００１７１ 的中 �� ５４７２（３４番人気）�� ３９２８３（４番人気）�� ２７７４（５６番人気）
３連複票数 計２９７１１６６ 的中 ��� ７７６４（７４番人気）
３連単票数 計６６７７５６３ 的中 ��� ２７９３（４３０番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．４―１１．１―１１．３―１１．３―１１．９―１１．７―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２４．７―３５．８―４７．１―５８．４―１：１０．３―１：２２．０―１：３３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．９

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
アグネスアーク �

�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ベ リ フ ア デビュー ２００６．１．９ 京都１着

２００３．４．２５生 牡４鹿 母 ベ ル セ ゾ ン 母母 ヴアインゴールド ４戦４勝 賞金 ４８，３２６，０００円
〔騎手変更〕 ユキノアサカゼ号の騎手佐藤聖也は，第１日第２競走での落馬負傷のため松岡正海に変更。

ウインレガート号の騎手木幡初広は，第１日第３競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。
ジョリーダンス号の騎手柴田善臣は，第１日第３競走での落馬負傷のため秋山真一郎に変更。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 アグネスラック号・ウインディグニティ号・カイシュウタキオン号・コスモテナシャス号・サウスポール号・

サンデーストリーム号・シュフルール号・ファイトクラブ号・ファランドール号・フロムアップランド号・
マドモアゼルドパリ号・マルタカハーモニー号・ワイルドファイアー号

※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。



０３０２３ １月２８日 晴 良 （１９東京１）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�第２１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，１８．１．２８以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，１８．１．２７以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）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 ６２３，０００円 １７８，０００円 ８９，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

５１０ ビッググラス 牡６鹿 ５６ 村田 一誠坪野谷和平氏 中尾 秀正 静内 マークリ牧場 ５１８－ ６１：２３．５ ５５．９�

６１２�� シーキングザベスト 牡６黒鹿５７ 福永 祐一吉田 和子氏 森 秀行 愛 Britton House
Stud Ltd ４７４－ ２１：２３．７１	 ２．０�

７１４ ニホンピロサート 牡９黒鹿５６ 勝浦 正樹小林百太郎氏 目野 哲也 浦河 橋爪 松夫 ５１６＋ ６ 〃 ハナ ６８．８�
５９ リミットレスビッド 牡８栗 ５８ 蛯名 正義 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５０２－ ２ 〃 クビ ５．２�
１２ ヒカルウイッシュ 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝高橋 光氏 栗田 博憲 鵡川 宇南山牧場 ４８６＋ ４１：２３．９１
 ２３．２�
３６ ボードスウィーパー 牡６鹿 ５６ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 白老ファーム ４６４＋ ４１：２４．０
 ５．４�
１１ トウショウギア 牡７鹿 ５６ 吉田 豊トウショウ産業	 池上 昌弘 静内トウショウ牧場 B５２４＋１８１：２４．１
 ３６．５

４８ オ フ ィ サ ー 牡５栗 ５６ 横山 典弘サウスニア	 森 秀行 白老 白老ファーム ４９２－ ２１：２４．２クビ ２５．３�
４７ � タイキエニグマ 牡６芦 ５６ 武 豊�大樹ファーム 清水 美波 米 Taiki Farm ５２０－ ２ 〃 ハナ ８．５�
３５ � ダイワバンディット 牡６鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５００＋ ２１：２４．４１ ２６．７
７１３ マルカフレンチ 牡５鹿 ５６ O．ペリエ 河長産業	 瀬戸口 勉 えりも 能登 浩 ５３４＋１０１：２４．９３ ８５．０�

（仏）

２４ � セレスダイナミック 牡４黒鹿５５ 吉田 隼人岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield
Farm ４９２± ０１：２５．０
 ２０２．１�

６１１ スナークファルコン 牡５鹿 ５６ 石橋 脩杉本仙次郎氏 野村 彰彦 浦河 中脇 満 ４６４± ０１：２５．２１	 ５１．０�
８１６ アルドラゴン 牡６栗 ５６ 長谷川浩大�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 ５０８－ ４１：２５．６２
 １２２．０�
８１５ インセンティブガイ 牡６鹿 ５６ 四位 洋文齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：２６．３４ ５１．０�
２３ �� ヒシハイグレード 牡４栗 ５５ 松岡 正海阿部雅一郎氏 手塚 貴久 門別 シンコーファーム ５４０＋ ４１：３９．３大差 ７２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３３，０６７，４００円 複勝： １９３，８３２，７００円 枠連： ２０４，８５６，５００円

普通馬連： １，０８２，１０５，１００円 馬単： ６９５，４０４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４０，０１４，３００円

３連複： ９１０，５０２，４００円 ３連単： ２，２８２，０３６，３００円 計： ５，７４１，８１９，５００円

払 戻 金

単 勝 � ５，５９０円 複 勝 � ７８０円 � １２０円 � ８８０円 枠 連（５－６） ４５０円

普通馬連 �� ４，０５０円 馬 単 �� １６，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� １７，３２０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� ４５，４８０円 ３ 連 単 ��� ４１０，３７０円

票 数

単勝票数 計１３３０６７４ 的中 � １８７６９（１１番人気）
複勝票数 計１９３８３２７ 的中 � ４３８２９（９番人気）� ７３６３８３（１番人気）� ３８５４７（１０番人気）
枠連票数 計２０４８５６５ 的中 （５－６） ３３８７８５（１番人気）
普通馬連票数 計１０８２１０５１ 的中 �� １９７３８３（１２番人気）
馬単票数 計６９５４０４８ 的中 �� ３０２２９（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２４００１４３ 的中 �� ４７０８８（１１番人気）�� ３３０４（８３番人気）�� ３４７２９（１５番人気）
３連複票数 計９１０５０２４ 的中 ��� １４７７７（９７番人気）
３連単票数 計２２８２０３６３ 的中 ��� ４１０４（６８０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１０．９―１１．７―１２．０―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．２―４５．９―５７．９―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッググラス �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 イ ブ ン ベ イ デビュー ２００３．９．１４ 札幌９着

２００１．４．２４生 牡６鹿 母 ドラゴンリリー 母母 クインテビエ ２８戦７勝 賞金 １４９，９８４，０００円
〔騎手変更〕 トウショウギア号の騎手柴田善臣は，第１日第３競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。

アルドラゴン号の騎手木幡初広は，第１日第３競走での落馬負傷のため長谷川浩大に変更。
〔制裁〕 ヒカルウイッシュ号の騎手後藤浩輝は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 エイシンセイテン号・テイエムアクション号・ハリーズコメット号・ベラージオ号・ルーベンスメモリー号・

ワイルドワンダー号
※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。



０３０２４ １月２８日 晴 良 （１９東京１）第２日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

５１０� マイフラッグ 牡７栗 ５７
５６ ☆津村 明秀堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 野表 春雄 B４８０＋ ６１：３７．８ ３４．７�

７１４ サニーネイティブ 牡５栗 ５７
５６ ☆吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ５０４－ ８ 〃 クビ ６．７�
４８ リスキーアフェア 牡５黒鹿５７ 福永 祐一臼田 浩義氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１４＋ ４１：３８．０１� ３．５�
４７ � オースミダイケン 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人�オースミ 成島 英春 浦河 白老ファーム ４９４－ ４１：３８．１クビ ９．１�
２４ 	 セイウンタイヨウ 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎西山 茂行氏 奥平 真治 三石 本桐牧場 ５００－ ４ 〃 クビ ４７．６�
１１ 
 ゲイリーリボルバー �７黒鹿５７ 小野 次郎中村 浩章氏 石毛 善彦 米 Barry R.

Ostrager ４４２＋ ２１：３８．２� ３．６�
７１３� マイネルトイフェル 牡５栗 ５７ 江田 照男 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 青森 今川 満良 ４９４＋ ２１：３８．６２� ５１．５	
３６ 	 ソブリンブライト 牡５鹿 ５７ 武士沢友治
藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４８８－ ２１：３８．７クビ １１５．９�
１２ 
 タイキコジャック 牡８鹿 ５７

５４ ▲的場 勇人
大樹ファーム 高橋 祥泰 米 Taiki Farm ４９４± ０１：３９．１２� １７７．１
３５ 
 セイウンワキタツ 牡４鹿 ５６ 武 豊西山 茂行氏 田所 秀孝 米 James M.

Herbener Jr. ４７４± ０１：３９．２� ５．５�
２３ 	 シルバーデューク 牡６芦 ５７ 郷原 洋司新木 鈴子氏 郷原 洋行 平取 有限会社中

田牧場 ４９４－ ６ 〃 クビ ２３１．８�
５９ コパノカチドキ 牡４鹿 ５６ 四位 洋文小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４８０± ０１：３９．６２� １２．６�
８１５
 エキサイトアルダン �７芦 ５７ 横山 典弘青山 洋一氏 森 秀行 米 Rick Kaster &

Nancy Kaster ４７０＋ １１：３９．９１� ４２．８�
６１１	 ヒ シ バ ト ル 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 浦河 中村 敏明 ４５８＋ ８１：４０．６４ ５７．６�
６１２	 ガンバルツヨシ 牡６鹿 ５７ 石橋 脩廣松 金次氏 星野 忍 えりも 能登 浩 ４８６＋ ６１：４１．４５ １３５．９�
８１６	 ブルスキーノ �５栗 ５７ 松岡 正海伊藤 信之氏 坂本 勝美 門別 山際 辰夫 ５１４± ０１：４１．６１� ２６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，４４０，２００円 複勝： ６０，３８９，５００円 枠連： ８０，８８４，５００円

普通馬連： ２９３，５１６，９００円 馬単： １８２，９４４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，３８８，０００円

３連複： ２３０，２１８，７００円 ３連単： ５６１，７９３，４００円 計： １，５２１，５７６，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３，４７０円 複 勝 � ７８０円 � ２５０円 � １６０円 枠 連（５－７） ２，６２０円

普通馬連 �� １０，１２０円 馬 単 �� ２３，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８５０円 �� １，５７０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １１，６４０円 ３ 連 単 ��� １１８，１３０円

票 数

単勝票数 計 ４７４４０２ 的中 � １０８０２（８番人気）
複勝票数 計 ６０３８９５ 的中 � １５４７６（９番人気）� ６３７０３（４番人気）� １２６５５７（２番人気）
枠連票数 計 ８０８８４５ 的中 （５－７） ２２８００（１２番人気）
普通馬連票数 計２９３５１６９ 的中 �� ２１４０８（３１番人気）
馬単票数 計１８２９４４９ 的中 �� ５７４３（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４３８８０ 的中 �� ５３２２（３３番人気）�� ９８８８（１６番人気）�� ２８２５９（６番人気）
３連複票数 計２３０２１８７ 的中 ��� １４６０４（３６番人気）
３連単票数 計５６１７９３４ 的中 ��� ３５１０（３３４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．７―１２．２―１２．４―１２．０―１２．６―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．１―４７．３―５９．７―１：１１．７―１：２４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３８．１
３ １０，８（９，１６）－１４，１５，６－１３，４，７（２，５）３，１２，１，１１ ４ １０，８（９，１６）１４－１５，６，１３（４，７，５）２（３，１）－（１２，１１）

勝馬の
紹 介

�マイフラッグ �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００２．１１．１０ 中山２着

２０００．３．１９生 牡７栗 母 アルピンストリーム 母母 Woodstream ３２戦５勝 賞金 ５９，５３２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 リスキーアフェア号の騎手柴田善臣は，第１日第３競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アンジェロファニー号・シルクミッドナイト号・ソリッドエビデンス号・トーセンエックス号・ユースフルデイズ号



（１９東京１）第２日 １月２８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
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

２４７，３７０，０００円
８，７５０，０００円
２３，２１０，０００円
１，０４０，０００円
１，７７０，０００円
２６，４５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，０６３，０００円
５，００４，０００円
１，８３８，２００円

勝馬投票券売得金
５３１，４６７，６００円
６５７，７８７，９００円
６６０，００１，２００円
２，９２２，３２９，７００円
２，１９８，５３５，３００円
６８０，４８８，５００円
２，７６５，０２７，０００円
３，９３７，８７１，５００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 １４，３５３，５０８，７００円

総入場人員 ４１，７８９名 （有料入場人員 ４０，９１０名）




