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03001 1月26日 晴 良 （25東京1）第1日 第1競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走10時10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

510 レモンチャン 牝3栗 54 内田 博幸ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 454－ 21：20．9 2．6�
23 ムードティアラ 牝3鹿 54 北村 宏司�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 464－141：21．21� 3．8�
611 ト ド ロ ッ ク 牡3鹿 56 横山 典弘山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 482－ 21：21．3� 3．4�
48 スズカロカフラ 牝3栗 54 三浦 皇成永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 440－ 2 〃 アタマ 25．8�
815 カシマルフィ 牡3黒鹿56 田中 勝春�カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 458± 01：21．4� 26．6	
11 ナルミチャン 牝3鹿 54 柴田 善臣�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 458－ 41：21．5クビ 8．3

612 トドロキカポネサン 牡3黒鹿56 村田 一誠原田昭太郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 424－ 41：22．03 45．2�
12 フレンドリーゼウス 牡3栗 56 吉田 隼人増山 武志氏 中川 公成 浦河 山春牧場 446－ 41：22．42� 217．3�
36 クリアビュー 牝3鹿 54 嘉藤 貴行髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 454－ 41：22．5クビ 167．8
59 ケイツーモリガン 牝3栗 54 江田 照男楠本 勝美氏 蛯名 利弘 むかわ 上水牧場 410－101：22．6� 201．9�
47 マインユアーズ 牝3栗 54 的場 勇人藤田 秀行氏 的場 均 日高 増尾牧場 440＋ 81：23．13 451．8�
35 ビッグワンボーイ 牡3黒鹿56 木幡 初広小林 章氏 蛯名 利弘 新ひだか 原 フアーム 442－ 21：23．2クビ 81．7�
816 ラ ン ギ ョ ク 牝3青鹿54 松岡 正海�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 476＋ 2 〃 アタマ 28．4�
714 ヤ キ ン 牡3鹿 56 武士沢友治加藤 信之氏 高橋 祥泰 浦河 浦河小林牧場 476＋ 21：23．41� 107．2�
24 チェリッシュハート 牝3鹿 54 D．マクドノー 中村 光利氏 岩戸 孝樹 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B432－ 21：24．78 91．0�
（愛）

713 カネコメヨイコ 牝3芦 54 石橋 脩髙岡 義雄氏 清水 英克 日高 正和山本牧場 B438－101：26．5大差 67．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，114，500円 複勝： 33，773，200円 枠連： 11，625，900円
馬連： 44，623，500円 馬単： 32，764，000円 ワイド： 22，299，000円
3連複： 64，433，500円 3連単： 108，713，300円 計： 336，346，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 150円 � 120円 枠 連（2－5） 660円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 290円 �� 180円 �� 340円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 3，720円

票 数

単勝票数 計 181145 的中 � 55309（1番人気）
複勝票数 計 337732 的中 � 94465（1番人気）� 48265（3番人気）� 77183（2番人気）
枠連票数 計 116259 的中 （2－5） 13183（2番人気）
馬連票数 計 446235 的中 �� 47709（2番人気）
馬単票数 計 327640 的中 �� 17524（4番人気）
ワイド票数 計 222990 的中 �� 17870（3番人気）�� 36793（1番人気）�� 14595（5番人気）
3連複票数 計 644335 的中 ��� 65667（2番人気）
3連単票数 計1087133 的中 ��� 21575（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．7―30．9―43．4―55．7―1：07．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レモンチャン �
�
父 デュランダル �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー 2012．6．30 福島8着

2010．4．12生 牝3栗 母 コールミースーン 母母 コールミーネイム 6戦1勝 賞金 9，250，000円
〔制裁〕 ランギョク号の騎手松岡正海は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネコメヨイコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月26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。
（非抽選馬） 3頭 オンワードハーバー号・ツクバヒタチオー号・トーホウノブナガ号
※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。

03002 1月26日 晴 良 （25東京1）第1日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時40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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

48 ホイットマン �3栗 56 村田 一誠池谷 誠一氏 栗田 徹 むかわ 上水牧場 452－121：27．5 66．7�
59 ミッキールドラ 牡3栗 56 松岡 正海野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 494＋ 41：27．71� 14．0�
11 スノーモンキー 牡3鹿 56 内田 博幸石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 452＋ 61：27．8クビ 15．6�
510 プリンセスペガサス 牝3栗 54 田中 勝春外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 466＋ 41：27．9� 53．6�
714 ドラゴンブラック 牡3青鹿56 北村 宏司窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 豊洋牧場 478＋ 6 〃 ハナ 1．3�
47 ヨイチピース 牡3栗 56 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 454＋ 21：28．32� 77．8�
611 タニセンダイナスト 牡3鹿 56 石橋 脩染谷 幸雄氏 萱野 浩二 浦河 杵臼牧場 456＋101：28．4� 48．4	
612 ボンジュールココロ 牝3鹿 54 横山 典弘田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 446－ 21：28．71� 11．6

816 エクセルギー 牝3鹿 54 木幡 初広野島 春男氏 南田美知雄 日高 野島牧場 424－101：29．12� 410．5�
36 グラスソニック 牡3栗 56 柴田 善臣半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 466＋161：29．2クビ 8．6
12 エクセルシード 牡3栗 56 柴山 雄一谷川 正純氏 松永 康利 浦河 オンワード牧場 468－ 2 〃 ハナ 302．3�
23 ラピッズトウショウ 牝3栗 54 武士沢友治トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 422－121：30．58 313．7�
24 ムネニアオリボン 牡3鹿 56 大庭 和弥江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 514＋ 41：30．6� 500．9�
815 グ ー タ ッ チ 牝3鹿 54 津村 明秀島田 久氏 柴崎 勇 日高 浜本 幸雄 438＋ 21：30．91� 708．6�
713 ピ ウ ピ ウ 牝3栗 54 二本柳 壮福田 光博氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 428－ 21：32．17 463．4�
35 レーヴドプランス 牡3鹿 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 浦河 ガーベラパー

クスタツド 488＋ 81：35．9大差 22．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，573，500円 複勝： 105，097，000円 枠連： 15，060，600円
馬連： 48，029，900円 馬単： 46，717，100円 ワイド： 25，975，600円
3連複： 66，207，800円 3連単： 145，140，700円 計： 482，802，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，670円 複 勝 � 2，280円 � 790円 � 690円 枠 連（4－5） 9，210円

馬 連 �� 22，580円 馬 単 �� 71，980円

ワ イ ド �� 4，370円 �� 3，500円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 61，780円 3 連 単 ��� 608，610円

票 数

単勝票数 計 305735 的中 � 3615（9番人気）
複勝票数 計1050970 的中 � 11560（8番人気）� 35735（5番人気）� 41691（4番人気）
枠連票数 計 150606 的中 （4－5） 1207（17番人気）
馬連票数 計 480299 的中 �� 1570（39番人気）
馬単票数 計 467171 的中 �� 479（82番人気）
ワイド票数 計 259756 的中 �� 1447（36番人気）�� 1812（28番人気）�� 4188（15番人気）
3連複票数 計 662078 的中 ��� 791（93番人気）
3連単票数 計1451407 的中 ��� 176（624番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．0―12．5―12．6―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．4―48．9―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4F51．1―3F38．6
3 6，9（1，8，11）（2，7）12（5，10，14）（3，16）13＝4－15 4 ・（6，9）（1，8，11）7，2，12（5，10，14）－（3，16）－13－4＝15

勝馬の
紹 介

ホイットマン �
�
父 スパイキュール �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．1．5 中山5着

2010．4．26生 �3栗 母 シンボルスカ 母母 ド ル ス ク 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔制裁〕 グータッチ号の騎手津村明秀は，発馬機内での御法について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レーヴドプランス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月26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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヒアルロンサン号
（非抽選馬） 8頭 イフウドウドウ号・ウインホーリー号・エンジェライト号・コスモアンジェリケ号・セイクラベ号・ノーブルダンス号・

ポッドジャンヌ号・リヴァロ号

第１回 東京競馬 第１日



03003 1月26日 晴 良 （25東京1）第1日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

48 キタノイットウセイ 牡3鹿 56 津村 明秀北所 直人氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 494 ―1：40．7 33．2�
（キタノバッファロー）

815 フリークエンシー 牡3黒鹿 56
54 △嶋田 純次山上 和良氏 堀井 雅広 新ひだか 松田 一夫 534 ―1：40．91� 18．7�

713 マ ル マ ロ ス 牡3芦 56 中谷 雄太ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B490 ―1：41．32� 39．9�
612 ボンボンショコラ 牝3黒鹿54 武士沢友治新木 鈴子氏 高柳 瑞樹 浦河 ヒダカフアーム 522 ―1：41．61� 17．3�
510 グランプリダッシュ 牡3鹿 56 三浦 皇成�グランプリ 森 秀行 日高 目黒牧場 482 ―1：41．91� 31．0�
47 スマートレーベル 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 吉村 圭司 新ひだか 荒谷 英俊 444 ― 〃 ハナ 2．7	
714 ナムラキンボシ 牡3鹿 56 吉田 隼人奈村 信重氏 高木 登 日高 沖田牧場 482 ―1：42．0� 10．6

11 コンシェルジュ 牝3鹿 54 北村 宏司細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 472 ―1：42．74 22．5�
36 サザンビクトル 牡3鹿 56 池添 謙一南波 壽氏 武藤 善則 浦河 渡辺牧場 492 ―1：42．91 11．1�
24 アンサングヒーロー 牡3栗 56 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 林 孝輝 506 ―1：43．21� 111．1
59 スプリングマックス 牝3栗 54 柴田 善臣加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 438 ― 〃 クビ 63．3�
35 ゴットファザー 牡3芦 56 柴山 雄一畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 谷口育成牧場 474 ―1：43．83� 142．1�
12 キタノグリーン 牡3栗 56 江田 照男ジャパンフードビジネス� 高木 登 青森 太田ファーム 480 ―1：44．22� 116．1�
816 フレッシュドール 牝3鹿 54 蛯名 正義�下河辺牧場 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 490 ―1：46．0大差 2．5�
611 ランフォース 牝3鹿 54 村田 一誠 �賀張中川牧場 田中 剛 日高 中川 浩典 412 ―1：46．21� 102．1�

（15頭）
23 マイストリート 牡3栗 56 的場 勇人深見 富朗氏 佐藤 吉勝 新冠 ラツキー牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 19，503，600円 複勝： 30，012，500円 枠連： 15，593，500円
馬連： 42，343，800円 馬単： 31，386，700円 ワイド： 19，956，700円
3連複： 50，394，000円 3連単： 81，204，100円 計： 290，394，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，320円 複 勝 � 840円 � 480円 � 920円 枠 連（4－8） 270円

馬 連 �� 12，400円 馬 単 �� 39，200円

ワ イ ド �� 3，600円 �� 8，310円 �� 4，120円

3 連 複 ��� 102，180円 3 連 単 ��� 696，850円

票 数

単勝票数 計 195036 的中 � 4637（9番人気）
複勝票数 計 300125 的中 � 9218（8番人気）� 17463（5番人気）� 8342（9番人気）
枠連票数 計 155935 的中 （4－8） 43349（1番人気）
馬連票数 計 423438 的中 �� 2522（30番人気）
馬単票数 計 313867 的中 �� 591（78番人気）
ワイド票数 計 199567 的中 �� 1371（32番人気）�� 587（60番人気）�� 1196（37番人気）
3連複票数 計 503940 的中 ��� 364（180番人気）
3連単票数 計 812041 的中 ��� 86（1124番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．5―13．2―13．2―13．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．8―47．3―1：00．5―1：13．7―1：27．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F53．4―3F40．2
3 15，7，14，13＝（6，12）－（10，2，9）－8，1－11（4，16）＝5 4 15，7（13，14）（6，12）－（10，2，9）（1，8）－4，16－11－5

勝馬の
紹 介

キタノイットウセイ �
�
父 スパイキュール �

�
母父 リアルシヤダイ 初出走

2010．3．8生 牡3鹿 母 ヤマノリアル 母母 ユーワマユミ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 マイストリート号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 コンシェルジュ号の調教師金成貴史は，馬場入場後に同馬の右手綱の尾錠が外れ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18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アイディドゥイット号・アップルハウス号・インストアイベント号・コスモヘプタッド号・サトノアビリティ号・

シェーンフレール号・スズカブルパップ号・スマッシュパワー号・タイセイホーク号・ダウティーナイト号・
ドラゴンフロント号・ナムラネネ号・バトルカイオウ号・ハーストイーグル号・ファットタイム号・
フレイムミーティア号・レアンデル号・レブルー号

03004 1月26日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25東京1）第1日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
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3：17．5良・良

33 アイアムイチバン 牡6芦 60 山本 康志堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 512－ 43：23．0 1．6�
711 マテンロウカフェ 牡5黒鹿60 横山 義行西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 518＋ 43：23．42� 15．3�
69 ティンバーウルフ 牡6栗 60 江田 勇亮大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 450± 03：24．25 9．9�
58 � クリノスレンダー 牝7鹿 58 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 494－ 23：25．47 11．2�
610 タマモダイナミック 牡5鹿 60 林 満明タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 530－ 23：25．71� 5．7�
34 アミフジガガ 牝4黒鹿57 小野寺祐太内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 B450＋103：25．8� 164．3	
46 ペイトリッツデイ 牡4鹿 59 蓑島 靖典髙瀬 真尚氏 高木 登 新冠 前川 隆範 504－ 43：28．0大差 61．9

11 � マ ー ニ ー 牝6鹿 58 高野 和馬浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 414＋ 43：28．42� 117．2�
22 ロードギフテッド 牡4黒鹿59 平沢 健治 �ロードホースクラブ 藤原 辰雄 平取 船越 伸也 500＋18 〃 ハナ 33．3�
45 ウォンビーロング 牝6鹿 58 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 472－ 43：29．03� 14．4
712 ビレッジオブベスト 牡4鹿 59 浜野谷憲尚村山 輝雄氏 矢野 照正 新ひだか 漆原 武男 504＋283：33．5大差 48．6�
813 レーザーインパクト 牡4鹿 59 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 444－ 23：35．110 49．5�
57 � トーセンモーション 牡6栗 60 大江原 圭島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 452＋ 63：38．5大差 213．8�
814 ダッシュアキチャン 牝8黒鹿58 鈴木 慶太遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 456－ 23：43．6大差 239．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，526，700円 複勝： 34，072，500円 枠連： 12，453，300円
馬連： 36，098，700円 馬単： 30，270，900円 ワイド： 17，922，900円
3連複： 48，295，600円 3連単： 99，169，700円 計： 296，810，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 200円 枠 連（3－7） 920円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 400円 �� 310円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 8，600円

票 数

単勝票数 計 185267 的中 � 95364（1番人気）
複勝票数 計 340725 的中 � 177714（1番人気）� 20266（5番人気）� 28227（4番人気）
枠連票数 計 124533 的中 （3－7） 10051（4番人気）
馬連票数 計 360987 的中 �� 21240（5番人気）
馬単票数 計 302709 的中 �� 13820（6番人気）
ワイド票数 計 179229 的中 �� 11468（4番人気）�� 15782（2番人気）�� 3699（14番人気）
3連複票数 計 482956 的中 ��� 15382（8番人気）
3連単票数 計 991697 的中 ��� 8520（20番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 53．2－3F 40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイアムイチバン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．9．20 中山1着

2007．3．6生 牡6芦 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 障害：4戦1勝 賞金 13，700，000円
〔その他〕 ウォンビーロング号・ビレッジオブベスト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ウォンビーロング号・ビレッジオブベスト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年2月26日まで

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 マサデパン号



03005 1月26日 晴 良 （25東京1）第1日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12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
1：31．3
1：30．7

良
良

47 サーストンニュース 牡3青鹿56 内田 博幸齊藤 宣勝氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 444± 01：35．6 2．3�
612 イヴピアジェ 牝3青鹿54 武 豊�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－10 〃 クビ 11．7�
36 ド ミ ン ゴ 牡3鹿 56 田辺 裕信千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム 484－ 81：35．7クビ 53．6�
23 ダイワフォース 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 446± 01：35．91� 3．6�
11 � マイネグロリアーナ 牝3青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 米 Dixiana
Farms LLC 472－ 2 〃 ハナ 14．6�

815 サクライスピラート 牡3鹿 56 W．ビュイック �さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 468－101：36．0クビ 27．5	
（英）

510 シンボリパソドブレ 牡3鹿 56 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 488－ 4 〃 ハナ 22．7

35 マ リ ン レ イ 牝3黒鹿54 吉田 豊山田 裕仁氏 伊藤 大士 浦河 金成吉田牧場 454－ 41：36．21	 69．6�
24 レ フ ア 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 436± 01：36．3� 64．5
12 クイックスパイダー 牡3栗 56 横山 典弘菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 460－ 4 〃 ハナ 26．9�
714 ジェネスヘイロー 牡3鹿 56 D．マクドノー 山口 真吾氏 木村 哲也 日高 長田ファーム 474－ 4 〃 ハナ 151．8�

（愛）

816 ファイアマーシャル 牝3鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 432－ 41：36．51	 8．5�
713 ミシシッピデルタ 牡3芦 56 柴山 雄一難波 経雄氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 474＋ 21：36．6� 13．3�
48 コスモロックダンス 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 新ひだか 由利 徳之 464＋161：36．81	 98．9�
59 フェスティヴショウ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真臼井義太郎氏 天間 昭一 様似 土井 仁 438＋ 21：37．54 221．0�
611 クリスフォンテン 
3黒鹿56 吉田 隼人吉橋 計氏 柴崎 勇 登別 登別上水牧場 428－101：37．81� 372．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，034，300円 複勝： 54，085，400円 枠連： 17，596，500円
馬連： 62，157，200円 馬単： 39，178，800円 ワイド： 31，119，700円
3連複： 78，021，000円 3連単： 134，614，500円 計： 443，807，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 360円 � 990円 枠 連（4－6） 1，240円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，920円 �� 5，850円

3 連 複 ��� 22，330円 3 連 単 ��� 82，040円

票 数

単勝票数 計 270343 的中 � 95925（1番人気）
複勝票数 計 540854 的中 � 188550（1番人気）� 30749（6番人気）� 9380（10番人気）
枠連票数 計 175965 的中 （4－6） 10489（5番人気）
馬連票数 計 621572 的中 �� 39406（3番人気）
馬単票数 計 391788 的中 �� 14321（5番人気）
ワイド票数 計 311197 的中 �� 18971（2番人気）�� 3837（20番人気）�� 1223（43番人気）
3連複票数 計 780210 的中 ��� 2579（58番人気）
3連単票数 計1346145 的中 ��� 1211（218番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．9―48．1―1：00．3―1：11．9―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サーストンニュース �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Trempolino デビュー 2012．7．21 新潟3着

2010．4．27生 牡3青鹿 母 ロリポップガール 母母 Icy Pop 7戦1勝 賞金 16，100，000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。
（非当選馬） 1頭 フィリーズカレン号
※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。

03006 1月26日 晴 良 （25東京1）第1日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00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
1：34．4
1：33．3

重
良

815� チャーリーブレイヴ 牡3鹿 56 W．ビュイック 林 正道氏 尾関 知人 米 Mike
Abraham 486＋ 41：38．4 30．2�

（英）

611� ダノンレジェンド 牡3黒鹿56 横山 典弘�ダノックス 村山 明 米 Colts Neck
Stables, LLC 456＋ 41：38．71� 1．9�

714 ジェベルムーサ 牡3鹿 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 562＋ 21：38．8	 4．7�
59 パーフェクトスコア 牡3青鹿56 柴田 善臣 �キャロットファーム 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 61：39．11� 8．8�
24 シグナルプロシード 牡3鹿 56 藤岡 佑介髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 508－ 4 〃 ハナ 26．0	
12 アンルーリー 牝3鹿 54 蛯名 正義ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 468± 01：39．2	 45．1

35 ハコダテナイト 牡3栗 56 石橋 脩河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 494－ 6 〃 クビ 50．5�
36 ケイアイリブラ 牝3鹿 54 江田 照男亀田 和弘氏 柴崎 勇 新ひだか 村上牧場 448－ 21：39．3クビ 97．0�
713 ロバーストナカヤマ 牡3黒鹿56 田辺 裕信�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 520± 0 〃 アタマ 6．8
48 ビッグバンドジャズ 牡3黒鹿56 北村 宏司下河�美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 492－ 2 〃 アタマ 40．0�
23 モリトリュウコ 牡3鹿 56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 478＋ 61：39．62 17．6�
510 フクノカシオペア 牝3栗 54 的場 勇人福島 実氏 小島 茂之 浦河 バンブー牧場 476＋ 21：40．55 155．5�
816 プリフォンテイン 牡3鹿 56 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 松永 幹夫 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500± 01：41．03 49．0�
47 トーセンハクオウ 牡3栗 56 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 池田 新田牧場 514－ 61：41．1	 180．6�
612 ディーエスコマンド 牡3鹿 56 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 498＋121：41．52	 137．4�
11 ケイアイレオ 牡3鹿 56 木幡 初広亀田 和弘氏 石毛 善彦 新ひだか 佐竹 学 524＋ 8 （競走中止） 164．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，195，700円 複勝： 70，284，500円 枠連： 24，213，100円
馬連： 83，800，600円 馬単： 53，045，700円 ワイド： 39，148，300円
3連複： 103，809，000円 3連単： 174，059，500円 計： 588，556，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，020円 複 勝 � 530円 � 120円 � 160円 枠 連（6－8） 1，840円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 11，050円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，800円 �� 280円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 48，740円

票 数

単勝票数 計 401957 的中 � 10520（7番人気）
複勝票数 計 702845 的中 � 20348（8番人気）� 240104（1番人気）� 119439（2番人気）
枠連票数 計 242131 的中 （6－8） 9730（7番人気）
馬連票数 計 838006 的中 �� 18240（11番人気）
馬単票数 計 530457 的中 �� 3545（29番人気）
ワイド票数 計 391483 的中 �� 8153（11番人気）�� 4808（19番人気）�� 41541（1番人気）
3連複票数 計1038090 的中 ��� 15624（13番人気）
3連単票数 計1740595 的中 ��� 2636（128番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．1―12．7―13．3―12．6―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．4―48．1―1：01．4―1：14．0―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�チャーリーブレイヴ �
�
父 Indian Charlie �

�
母父 Carson City デビュー 2012．9．1 札幌11着

2010．3．19生 牡3鹿 母 Catchofthecentury 母母 Catnip 3戦2勝 賞金 12，000，000円
〔競走中止〕 ケイアイレオ号は，競走中に疾病〔左第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため3コーナー通過後に競走中止。
※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。



03007 1月26日 晴 良 （25東京1）第1日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時30分 （芝・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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

812 ウインフロレゾン 牝4黒鹿54 三浦 皇成�ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 462＋ 82：27．2 5．0�
710� カンタベリーナイト 牡4鹿 56 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 502± 0 〃 クビ 22．6�
55 マイネルテンクウ 牡4鹿 56 柴田 大知 �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 508± 0 〃 ハナ 11．4�
67 ロンギングダンサー 牡4黒鹿56 蛯名 正義坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 ハナ 1．7�
68 エイダイポイント 牡5芦 57 津村 明秀�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 448＋ 22：27．62	 33．2	
56 メジロダイボサツ 牡5鹿 57 吉田 豊岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 468± 02：27．8
 13．6

44 ブーケドロゼブルー 牝6青鹿55 江田 照男 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 476－ 2 〃 ハナ 81．1�
811 アルジェンタム 牡5栗 57 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 千歳 社台ファーム 490－ 82：28．12 23．9�
79 ラストノート �6鹿 57 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－102：28．52	 19．8
33 ロングスローイン 牡5鹿 57

55 △嶋田 純次渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 496＋ 8 〃 ハナ 9．5�
11 � グルービーメテオ 牡4栗 56 吉田 隼人�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 464＋ 42：29．24 72．1�
22 � トーセンサイレンス 牡5黒鹿57 内田 博幸島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B460－ 62：29．62	 70．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，672，400円 複勝： 48，847，000円 枠連： 16，597，000円
馬連： 63，553，900円 馬単： 46，088，000円 ワイド： 30，012，600円
3連複： 73，902，500円 3連単： 151，065，100円 計： 462，738，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 500円 � 330円 枠 連（7－8） 1，400円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 8，090円

ワ イ ド �� 960円 �� 800円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 11，310円 3 連 単 ��� 61，160円

票 数

単勝票数 計 326724 的中 � 51690（2番人気）
複勝票数 計 488470 的中 � 77840（2番人気）� 22235（6番人気）� 37170（4番人気）
枠連票数 計 165970 的中 （7－8） 8799（6番人気）
馬連票数 計 635539 的中 �� 11710（13番人気）
馬単票数 計 460880 的中 �� 4208（26番人気）
ワイド票数 計 300126 的中 �� 7796（11番人気）�� 9563（7番人気）�� 3200（25番人気）
3連複票数 計 739025 的中 ��� 4823（37番人気）
3連単票数 計1510651 的中 ��� 1823（174番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．7―12．2―12．2―12．7―13．2―12．6―11．8―11．3―11．3―12．2

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―25．0―37．7―49．9―1：02．1―1：14．8―1：28．0―1：40．6―1：52．4―2：03．7―2：15．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインフロレゾン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．7．23 新潟5着

2009．3．16生 牝4黒鹿 母 ブランシェリー 母母 メゾンブランシュ 15戦2勝 賞金 23，392，000円

03008 1月26日 晴 良 （25東京1）第1日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時00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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

510 ロ ジ テ ー ル 牡4鹿 56 三浦 皇成久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 476－ 61：38．5 16．1�
815 クレバーカイザー 牡4鹿 56 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 506－ 2 〃 クビ 4．6�
611 コスモパルダ 牡4青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 498－ 81：38．92� 18．5�
48 アールデュラン 牡4鹿 56 D．マクドノー 星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 490＋ 6 〃 ハナ 18．8�

（愛）

35 ディサイファ 牡4鹿 56 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504＋ 2 〃 ハナ 3．5	

612 ハヤブサフィーバー 牡4栗 56 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488＋101：39．32� 78．8

713 エーブポセイドーン 牡5鹿 57 五十嵐雄祐 �レーシングホース

ジャパン 清水 美波 新ひだか シンボリ牧場 510－ 21：39．51� 102．3�
47 リーサムポイント 牡5栗 57 北村 宏司平田 修氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 クビ 65．2�
24 レッドフォルツァ 牡4鹿 56 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 484－ 61：39．6� 6．9
23 ラ リ エ ッ ト 牝4黒鹿54 田中 勝春島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 448＋141：39．7� 50．9�
714 リンクルリッジ 牡5黒鹿57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 480＋ 21：39．8クビ 96．1�
12 � ナンヨーヤシマ 牡4青鹿56 柴田 善臣中村 德也氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B520－ 3 〃 アタマ 23．3�
816� サンタンジェロ 牝5黒鹿55 松岡 正海村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 440－ 41：39．9� 236．2�
36 ランドフォール 牡4鹿 56 W．ビュイック 大社 聡氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B478＋181：40．0� 9．2�

（英）

59 ゴールデンクラウン 牡4青鹿56 内田 博幸吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 508＋ 4 〃 ハナ 4．8�
11 � サクラブリリアント 牡4鹿 56 蛯名 正義�さくらコマース高橋 文雅 新冠 川上牧場 480＋ 81：42．6大差 102．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，367，500円 複勝： 52，134，700円 枠連： 25，839，000円
馬連： 87，815，700円 馬単： 52，614，000円 ワイド： 36，426，000円
3連複： 105，864，800円 3連単： 183，369，100円 計： 576，430，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 480円 � 190円 � 390円 枠 連（5－8） 940円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 8，620円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 3，070円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 12，360円 3 連 単 ��� 83，330円

票 数

単勝票数 計 323675 的中 � 15881（6番人気）
複勝票数 計 521347 的中 � 25136（7番人気）� 92545（1番人気）� 32596（6番人気）
枠連票数 計 258390 的中 （5－8） 20325（5番人気）
馬連票数 計 878157 的中 �� 18197（14番人気）
馬単票数 計 526140 的中 �� 4509（33番人気）
ワイド票数 計 364260 的中 �� 6630（14番人気）�� 2843（32番人気）�� 8726（10番人気）
3連複票数 計1058648 的中 ��� 6326（39番人気）
3連単票数 計1833691 的中 ��� 1624（259番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―12．1―12．8―13．2―12．5―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．4―35．5―48．3―1：01．5―1：14．0―1：26．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ジ テ ー ル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．5．20 東京3着

2009．4．19生 牡4鹿 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 7戦2勝 賞金 14，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スプリングオー号
※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。



03009 1月26日 晴 良 （25東京1）第1日 第9競走 ��
��1，800�

ち ょ う ふ

調 布 特 別
発走14時35分 （芝・左）
4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

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

33 ヴェルデグリーン 牡5栗 57 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 476± 01：47．5 6．7�
44 ジョングルール 牡4黒鹿56 蛯名 正義吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 514＋10 〃 ハナ 2．0�
811 イイデステップ 牝5鹿 55 村田 一誠 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム B500－121：47．81� 4．1�
55 サンデーミューズ 牝6栗 55 W．ビュイック H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－101：47．9	 13．5�
（英）

810 ニシノボレロ 牡4青鹿56 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 490－ 21：48．11
 34．0�
78 � ユウターウェーヴ 牡6栗 57 田中 勝春北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 492－ 4 〃 クビ 62．1	
66 � エメラルスピード 牡5栗 57 D．マクドノー 高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 464－ 21：48．2クビ 10．3


（愛）

22 カ ル マ ー ト 牝5黒鹿55 内田 博幸 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋121：48．52 47．9�

11 � トーセンインディ 牝5芦 55 江田 照男島川 哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム 438－ 21：49．03 25．6�

67 インプレッシヴデイ 牡6芦 57 武 豊藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 518－10 〃 クビ 14．0�
79 アルファメガハート 牝8鹿 55 中谷 雄太�貴悦 嶋田 潤 新冠 秋田牧場 472－ 81：49．85 255．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，022，300円 複勝： 79，111，200円 枠連： 22，481，400円
馬連： 103，665，000円 馬単： 71，384，700円 ワイド： 41，660，600円
3連複： 119，372，800円 3連単： 273，290，000円 計： 751，988，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 160円 � 110円 � 130円 枠 連（3－4） 670円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 300円 �� 500円 �� 180円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 6，950円

票 数

単勝票数 計 410223 的中 � 48481（3番人気）
複勝票数 計 791112 的中 � 85364（3番人気）� 317895（1番人気）� 145836（2番人気）
枠連票数 計 224814 的中 （3－4） 24927（3番人気）
馬連票数 計1036650 的中 �� 120362（2番人気）
馬単票数 計 713847 的中 �� 30676（7番人気）
ワイド票数 計 416606 的中 �� 32513（2番人気）�� 17540（6番人気）�� 69362（1番人気）
3連複票数 計1193728 的中 ��� 97966（1番人気）
3連単票数 計2732900 的中 ��� 29053（17番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．5―12．6―12．4―12．3―11．1―11．0―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．0―49．6―1：02．0―1：14．3―1：25．4―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F33．2

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

勝馬の
紹 介

ヴェルデグリーン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2010．12．25 中山1着

2008．3．26生 牡5栗 母 レディーダービー 母母 ウメノファイバー 15戦4勝 賞金 45，801，000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。

03010 1月26日 晴 良 （25東京1）第1日 第10競走 ��
��1，400�クロッカスステークス

発走15時10分 （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，150万円毎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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

11 シーブリーズライフ 牝3栗 54 田中 勝春飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 444＋ 41：21．7 16．3�
55 ディアセルヴィス 牡3鹿 57 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 452－ 61：21．91� 17．6�
66 ティーハーフ 牡3栗 56 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438＋ 21：22．11� 1．9�
810 プレイズエターナル 牡3黒鹿56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 2 〃 ハナ 3．0�
22 ワキノブレイブ 牡3青鹿56 三浦 皇成脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 474＋ 6 〃 クビ 8．0�
77 コトブキゴールド 牡3鹿 56 蛯名 正義尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム 436－ 21：22．95 26．7�
44 クリノタカラチャン 牝3黒鹿54 横山 典弘栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 406－ 41：23．11	 15．3	
78 ベイビーイッツユー 牝3栗 54 江田 照男 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧 光二 日高 白井牧場 454± 01：23．63 69．4�
89 
 ヨウメイモン 牡3鹿 56 北村 宏司西森 鶴氏 的場 均 新冠 隆栄牧場 514＋101：23．81� 219．0�
33 ロジウエスト 牝3鹿 54 松岡 正海久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 488－ 4 〃 ハナ 47．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 51，634，200円 複勝： 88，836，300円 枠連： 22，063，200円
馬連： 129，471，500円 馬単： 94，951，500円 ワイド： 46，624，000円
3連複： 132，650，600円 3連単： 366，908，000円 計： 933，139，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 360円 � 330円 � 110円 枠 連（1－5） 8，470円

馬 連 �� 8，750円 馬 単 �� 15，700円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 660円 �� 470円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 52，870円

票 数

単勝票数 計 516342 的中 � 25050（5番人気）
複勝票数 計 888363 的中 � 38621（6番人気）� 43178（4番人気）� 429864（1番人気）
枠連票数 計 220632 的中 （1－5） 1924（21番人気）
馬連票数 計1294715 的中 �� 10930（20番人気）
馬単票数 計 949515 的中 �� 4464（37番人気）
ワイド票数 計 466240 的中 �� 5799（18番人気）�� 17620（7番人気）�� 26456（4番人気）
3連複票数 計1326506 的中 ��� 21521（16番人気）
3連単票数 計3669080 的中 ��� 5122（136番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．2―11．8―11．8―12．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．5―46．3―58．1―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーブリーズライフ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．8．19 新潟1着

2010．5．13生 牝3栗 母 プレシャスライフ 母母 スターマイライフ 6戦2勝 賞金 36，178，000円
〔発走状況〕 プレイズエターナル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



03011 1月26日 晴 良 （25東京1）第1日 第11競走 ��
��2，000�

し ら ふ じ

白富士ステークス
発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳54�5歳以上55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万
円超過馬は超過額1，100万円毎1�増，�：4歳54�5歳以上55�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

77 	 アンコイルド 牡4鹿 55 蛯名 正義�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-
stock LLC 486－ 21：59．4 3．8�

66 ステラロッサ 牡5栗 56 柴田 善臣 �社台レースホース角居 勝彦 安平 追分ファーム 504－ 4 〃 ハナ 2．4�
44 ムーンリットレイク 牡5鹿 56 W．ビュイック �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：59．71
 2．8�

（英）

11 トップカミング �7黒鹿55 柴山 雄一�コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 460± 01：59．8
 23．8�
33 セイクリッドバレー 牡7栗 58 三浦 皇成吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 500－ 42：00．01� 12．8�
89 イケドラゴン 牡8栗 56 北村 宏司池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 534－ 42：00．1
 70．4	
22 ラッキーバニラ 牡6青鹿56 田辺 裕信吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B508＋14 〃 クビ 18．4

88 スズジュピター 牡8黒鹿56 津村 明秀小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム 482＋ 62：00．84 108．3�
55 ト シ ザ マ キ 牝6栗 54 石橋 脩上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 466－ 2 〃 クビ 53．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 79，651，300円 複勝： 93，621，200円 枠連： 40，190，200円
馬連： 216，318，200円 馬単： 154，753，400円 ワイド： 74，135，600円
3連複： 255，407，800円 3連単： 770，434，400円 計： 1，684，512，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連（6－7） 390円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 150円 �� 170円 �� 140円

3 連 複 ��� 260円 3 連 単 ��� 1，700円

票 数

単勝票数 計 796513 的中 � 168081（3番人気）
複勝票数 計 936212 的中 � 190289（3番人気）� 285531（1番人気）� 221625（2番人気）
枠連票数 計 401902 的中 （6－7） 77080（2番人気）
馬連票数 計2163182 的中 �� 411171（2番人気）
馬単票数 計1547534 的中 �� 131584（5番人気）
ワイド票数 計 741356 的中 �� 124235（2番人気）�� 97276（3番人気）�� 141965（1番人気）
3連複票数 計2554078 的中 ��� 742356（1番人気）
3連単票数 計7704344 的中 ��� 334639（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―36．4―48．5―1：00．7―1：12．7―1：24．4―1：35．6―1：47．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

	アンコイルド 
�
父 Giant’s Causeway 

�
母父 Alzao デビュー 2012．4．7 阪神9着

2009．5．1生 牡4鹿 母 Tanzania 母母 Triple Couronne 8戦5勝 賞金 72，821，000円
〔制裁〕 ステラロッサ号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・3番）

スズジュピター号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・3番）
※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。

03012 1月26日 晴 良 （25東京1）第1日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時20分 （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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

813 ラフアウェイ 牝5青 55 北村 宏司�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 556－ 81：24．7 5．4�
610 クォリティシーズン 牝5黒鹿55 内田 博幸水野 英樹氏 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 440－ 21：25．01� 2．2�
22 タイキソレイユ 牝4黒鹿54 藤岡 佑介�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 442－ 61：25．32 8．0�
46 トップオブザヘヴン 牝6黒鹿55 石橋 脩�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 464－141：26．25 21．5�
57 リープオブフェイス 牝6芦 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム 480＋ 8 〃 クビ 8．9	
58 シャラントレディ 牝6黒鹿55 柴田 善臣 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 ノーザンファーム 452－ 41：26．3クビ 14．8

34 ド ナ リ サ 牝5鹿 55

53 △嶋田 純次山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 470－ 81：26．4� 78．8�
45 ヴィーナススマイル 牝6栗 55 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 470± 01：26．5� 172．1�
814� シャイニイチカ 牝6鹿 55 木幡 初広冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 432－ 2 〃 アタマ 162．0
33 ス カ ー レ ル 牝4栗 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 470＋12 〃 クビ 5．2�
712 ロックドクトリン 牝5黒鹿55 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 470－141：27．13� 41．4�
711� プ ル プ ル 牝7鹿 55 田辺 裕信栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 428－ 81：27．73� 173．2�
11 ラ ン フ ァ ン 牝5鹿 55 柴山 雄一�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 450－ 4 〃 ハナ 204．4�
69 ナンヨークイーン 牝7鹿 55 田中 勝春中村 德也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B450－101：29．19 90．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，479，400円 複勝： 75，425，900円 枠連： 35，158，700円
馬連： 138，366，100円 馬単： 86，133，500円 ワイド： 55，600，700円
3連複： 172，994，700円 3連単： 362，431，700円 計： 981，590，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 120円 � 200円 枠 連（6－8） 550円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 270円 �� 720円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 8，180円

票 数

単勝票数 計 554794 的中 � 82204（3番人気）
複勝票数 計 754259 的中 � 112995（3番人気）� 220339（1番人気）� 79206（4番人気）
枠連票数 計 351587 的中 （6－8） 47238（1番人気）
馬連票数 計1383661 的中 �� 168258（1番人気）
馬単票数 計 861335 的中 �� 42996（4番人気）
ワイド票数 計 556007 的中 �� 56945（2番人気）�� 17032（11番人気）�� 37381（3番人気）
3連複票数 計1729947 的中 ��� 80822（4番人気）
3連単票数 計3624317 的中 ��� 32728（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．4―48．6―1：00．5―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラフアウェイ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 King of Kings デビュー 2011．2．12 京都6着

2008．4．26生 牝5青 母 シェリーズスマイル 母母 Thunder Maid 20戦4勝 賞金 43，530，000円



（25東京1）第1日 1月26日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

218，620，000円
6，150，000円
960，000円

19，790，000円
60，965，000円
4，964，800円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
446，775，400円
765，301，400円
258，872，400円
1，056，244，100円
739，288，300円
440，881，700円
1，271，354，100円
2，850，400，100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 7，829，117，500円

総入場人員 21，429名 （有料入場人員 20，396名）
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