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03013 1月27日 晴 良 （25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10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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

815 ハヴアグッドデイ 牝3鹿 54 C．ルメール 飯田 正剛氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 466－ 41：28．3 4．1�
（仏）

510 アポロレジーナ 牝3鹿 54 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 476＋ 41：28．4� 16．5�
612 ショウリノウタゲ 牝3鹿 54 D．マクドノー 平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 516－141：28．71� 20．4�

（愛）

714 ヤマニンソルシェ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 436－ 2 〃 クビ 26．9�
35 ハーツオブテキサス 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 千津氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 494－ 21：28．8� 2．7�
47 ネ ス 牝3青 54 藤岡 佑介楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 456± 0 〃 アタマ 52．2�
12 ソ デ フ リ ン 牝3栗 54 武士沢友治下河邉行信氏 小桧山 悟 日高 中前牧場 436± 01：28．9クビ 295．7	
611 トウカイクッキー 牝3青鹿54 岩田 康誠内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 436－ 61：29．0� 6．6

59 ラフアウトラウド 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 460－ 41：29．1� 27．5�
48 ガッテンハピネス 牝3芦 54 柴田 善臣大島 芳子氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 466＋12 〃 クビ 21．4
11 ヴァンドランス 牝3栗 54 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 460＋ 41：29．41� 8．3�
36 チ サ ト 牝3栗 54 石橋 脩鈴木 照雄氏 中川 公成 日高 合資会社カ

ネツ牧場 454－ 61：29．61� 17．7�
816 ノーブルマーブル 牝3黒鹿 54

52 △嶋田 純次小池 繁徳氏 谷原 義明 浦河 赤田牧場 B458－ 21：29．7� 279．5�
713 キャビンクルー 牝3栗 54 大庭 和弥山上 和良氏 和田 正道 新冠 浜口牧場 420－ 21：29．8� 26．2�
24 インパクトレディー 牝3芦 54 木幡 初広半沢� 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 434＋101：30．22� 119．9�
23 ベニノオーシャン 牝3鹿 54 柴田 大知�紅谷 粕谷 昌央 新ひだか 出羽牧場 428－ 41：31．26 246．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，274，600円 複勝： 38，544，900円 枠連： 15，930，400円
馬連： 54，830，500円 馬単： 37，151，700円 ワイド： 26，462，000円
3連複： 72，186，800円 3連単： 111，680，600円 計： 378，061，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 420円 � 450円 枠 連（5－8） 1，990円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 5，270円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，310円 �� 5，480円

3 連 複 ��� 25，400円 3 連 単 ��� 104，730円

票 数

単勝票数 計 212746 的中 � 41593（2番人気）
複勝票数 計 385449 的中 � 71310（2番人気）� 21386（5番人気）� 20038（6番人気）
枠連票数 計 159304 的中 （5－8） 5933（9番人気）
馬連票数 計 548305 的中 �� 13055（11番人気）
馬単票数 計 371517 的中 �� 5204（14番人気）
ワイド票数 計 264620 的中 �� 5691（10番人気）�� 5065（16番人気）�� 1152（53番人気）
3連複票数 計 721868 的中 ��� 2098（78番人気）
3連単票数 計1116806 的中 ��� 787（324番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．8―13．3―13．1―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．9―50．2―1：03．3―1：15．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハヴアグッドデイ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Mining デビュー 2012．11．18 東京2着

2010．4．24生 牝3鹿 母 ハローレイチェル 母母 One Smart Lady 3戦1勝 賞金 7，800，000円
※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 ハルコマチ号・プレシャスデイズ号・リュウノヒゲ号
※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。

03014 1月27日 晴 良 （25東京1）第2日 第2競走 ��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

713 コ ウ ジ ョ ウ 牡3栗 56 松岡 正海小菅 定雄氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 514± 02：19．3 16．7�
816 セプテントリオ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 2 〃 ハナ 10．8�
815 オメガラヴィータ 牝3栗 54 岩田 康誠原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 462± 02：19．4� 9．0�
11 シンボリジャズ 牡3鹿 56 田辺 裕信シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 482＋ 42：19．61� 5．6�
59 ゴールドライト 牡3栗 56 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム B504＋102：19．91� 77．9�
35 アキレスバイオ 牡3芦 56 蛯名 正義バイオ	 奥平 雅士 日高 中館牧場 492－ 42：20．11� 2．1

612 フクノカストル 牡3黒鹿56 岩部 純二福島 実氏 萱野 浩二 新ひだか 中田 浩美 468± 0 〃 ハナ 284．5�
23 サルジェンツチェリ 牡3芦 56 大庭 和弥加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 466＋ 2 〃 アタマ 248．8�
12 キ ン シ バ イ 牡3鹿 56 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 512＋ 22：20．52� 106．7
48 ピースワントゥルー 牡3鹿 56 三浦 皇成長谷川成利氏 大竹 正博 厚真 大川牧場 500＋ 42：20．6� 7．7�
611 プリズンブレーク 牡3青 56 吉田 隼人細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 中本 隆志 432± 02：21．23� 16．8�
24 セイカスプレンダー 牝3鹿 54 柴山 雄一久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 494－ 42：22．05 337．3�
36 スカイタロー 牡3鹿 56 柴田 大知元屋地文明氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 B488± 02：22．42� 212．4�
510 ロックザパーティ 牝3黒鹿54 津村 明秀谷口 貞保氏 金成 貴史 新冠 タニグチ牧場 416－ 42：22．82� 118．1�
47 アクロコリントス 牝3鹿 54 藤岡 佑介岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 474－ 42：24．7大差 32．0�
714 ギンザマーシャル 牡3芦 56 D．マクドノー 有馬 博文氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 516± 0 （競走中止） 13．9�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，853，200円 複勝： 41，990，900円 枠連： 16，819，200円
馬連： 57，109，400円 馬単： 38，384，100円 ワイド： 24，706，400円
3連複： 65，866，200円 3連単： 116，316，900円 計： 384，046，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 530円 � 430円 � 340円 枠 連（7－8） 1，310円

馬 連 �� 7，860円 馬 単 �� 15，940円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 1，640円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 17，940円 3 連 単 ��� 133，300円

票 数

単勝票数 計 228532 的中 � 10825（7番人気）
複勝票数 計 419909 的中 � 20281（8番人気）� 25581（6番人気）� 34183（4番人気）
枠連票数 計 168192 的中 （7－8） 9538（5番人気）
馬連票数 計 571094 的中 �� 5369（25番人気）
馬単票数 計 383841 的中 �� 1778（52番人気）
ワイド票数 計 247064 的中 �� 2874（26番人気）�� 3714（22番人気）�� 5521（11番人気）
3連複票数 計 658662 的中 ��� 2711（51番人気）
3連単票数 計1163169 的中 ��� 644（356番人気）

ハロンタイム 7．1―12．2―13．8―13．7―13．5―13．5―13．2―13．2―13．3―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―19．3―33．1―46．8―1：00．3―1：13．8―1：27．0―1：40．2―1：53．5―2：06．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．1
1
3
4，9（1，3，15）（5，7，16）11（2，6）10，13（8，12）
4（9，15）（1，3，16）5（2，7）（13，11）（12，6，10）8

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

勝馬の
紹 介

コ ウ ジ ョ ウ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．12．23 中山7着

2010．5．11生 牡3栗 母 ローレルウィッチ 母母 マイサクセション 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 ギンザマーシャル号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。

第１回 東京競馬 第２日



03015 1月27日 晴 良 （25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
1：34．4
1：33．3

重
良

815 ギンザブルースター 牡3芦 56 三浦 皇成有馬 博文氏 池上 昌弘 浦河 丸村村下
ファーム 442± 01：39．7 23．4�

714 オリオンザジャパン 牡3芦 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 480＋ 21：40．02 2．1�
713� サトノロータス 牡3栗 56 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 米 Dr. Masa-

take Iida 476＋141：41．06 48．7�
36 デルマカマイタチ 牡3黒鹿56 W．ビュイック 浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B480－ 41：41．42� 16．1�

（英）

816 ラ グ ー ン 牝3栗 54 柴山 雄一桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 456＋101：41．71	 262．1�
510 ジプシースウィング 牡3黒鹿56 蛯名 正義吉田 勝己氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：42．12� 4．8�
23 ヒシエメラルド 牝3鹿 54 藤岡 佑介阿部 雅英氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット 432－121：42．42 174．2	
35 スプライトオーバー 牡3栗 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 新冠橋本牧場 524＋ 61：42．71	 13．7

11 ソウルオブロック 牡3鹿 56 武士沢友治�服部牧場 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 464＋ 81：42．8� 158．2�
12 スイートクラウン 牝3栗 54 松岡 正海谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 462－ 21：42．9� 136．2
612 ビービーラッシュ 牡3芦 56 D．マクドノー �坂東牧場 田中 剛 新冠 中本牧場 B458－ 4 〃 ハナ 48．0�

（愛）

611 クリノガッサン 牝3鹿 54
52 △嶋田 純次栗本 博晴氏 成島 英春 日高 本間牧場 410＋ 41：43．0� 432．3�

24 ゴールドマグナム 牡3青鹿56 内田 博幸 Him Rock Racing 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 458＋36 〃 クビ 5．3�
47 リアルエンブレム 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 久保田貴士 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514± 01：43．1クビ 7．8�
48 オーハッピーデイ 牡3栗 56 吉田 隼人南 �幸氏 高木 登 新ひだか 西村 和夫 466＋ 41：43．42 132．0�
59 � クレバースランチェ 牝3鹿 54 吉田 豊�岡崎牧場 矢野 英一 愛 Brighton

Farm Ltd 444＋101：44．78 336．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，681，300円 複勝： 67，924，800円 枠連： 18，121，400円
馬連： 68，141，500円 馬単： 50，943，300円 ワイド： 32，828，600円
3連複： 86，496，700円 3連単： 156，079，000円 計： 514，216，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 440円 � 110円 � 990円 枠 連（7－8） 1，470円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 640円 �� 7，520円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 12，500円 3 連 単 ��� 82，520円

票 数

単勝票数 計 336813 的中 � 11370（7番人気）
複勝票数 計 679248 的中 � 25898（6番人気）� 311765（1番人気）� 10178（9番人気）
枠連票数 計 181214 的中 （7－8） 9098（5番人気）
馬連票数 計 681415 的中 �� 34621（5番人気）
馬単票数 計 509433 的中 �� 8520（16番人気）
ワイド票数 計 328286 的中 �� 13583（7番人気）�� 1018（43番人気）�� 5670（15番人気）
3連複票数 計 864967 的中 ��� 5107（35番人気）
3連単票数 計1560790 的中 ��� 1396（194番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．2―13．3―13．2―13．0―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．6―35．8―49．1―1：02．3―1：15．3―1：27．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ギンザブルースター �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．10．28 東京3着

2010．3．28生 牡3芦 母 アサクサコンソメ 母母 メイクアウイッシュ 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時15分に変更。
※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。

03016 1月27日 晴 良 （25東京1）第2日 第4競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走11時40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
2：22．1
2：22．1

良
良

11 フォーナインキング 牡3鹿 56 C．ルメール 青山 洋一氏 田村 康仁 日高 下河辺牧場 474± 02：28．5 4．8�
（仏）

23 イーグルモア 牡3栗 56 石橋 脩 �千葉パブリックゴ
ルフコース 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 452－ 42：28．71� 65．7�

58 クロンヌヴェール 牡3栗 56 三浦 皇成 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 510－ 4 〃 ハナ 23．1�
59 トーセンハルカゼ 牡3鹿 56 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 484－ 22：28．91� 3．9�
34 ホシノホマレ 牡3栗 56 柴田 善臣星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 470＋ 42：29．0クビ 27．9	
35 � ドラゴンロックス 牡3鹿 56 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Joseph W.

Sutton 514－ 2 〃 クビ 14．2�
815 ゴールドボンド 牡3鹿 56 D．マクドノー �ゴールドレーシング 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 484－ 62：29．1クビ 8．1�

（愛）

712 トーセンワイルド 牡3青 56 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 496± 02：29．41	 67．6

22 ベルゲンクライ 牡3芦 56 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 482－122：29．82� 46．8�

47 ロンギングゴールド 牡3黒鹿56 蛯名 正義坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 462－ 42：29．9	 2．9�
611 ケンブリッジモス 牡3栗 56 藤岡 佑介中西 宏彰氏 畠山 吉宏 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 460－10 〃 クビ 271．2�
814 ポンデザムール 牡3黒鹿56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 494－ 22：30．0	 69．7�
713 グ リ ー ド 牝3鹿 54 北村 宏司田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 494－102：30．63� 10．9�
46 ハタノブリンデ 牡3栗 56 柴山 雄一 
グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B432± 02：30．7� 374．8�
610 ウインプライズ 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 高橋 祥泰 新冠 石田牧場 446＋ 22：30．91 93．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，774，400円 複勝： 41，786，400円 枠連： 13，891，200円
馬連： 59，215，400円 馬単： 40，241，200円 ワイド： 26，274，000円
3連複： 78，688，000円 3連単： 125，425，000円 計： 411，295，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 1，320円 � 700円 枠 連（1－2） 5，660円

馬 連 �� 13，400円 馬 単 �� 20，400円

ワ イ ド �� 4，290円 �� 1，720円 �� 9，270円

3 連 複 ��� 84，910円 3 連 単 ��� 353，300円

票 数

単勝票数 計 257744 的中 � 42729（3番人気）
複勝票数 計 417864 的中 � 67096（3番人気）� 7074（10番人気）� 14106（8番人気）
枠連票数 計 138912 的中 （1－2） 1814（19番人気）
馬連票数 計 592154 的中 �� 3263（35番人気）
馬単票数 計 402412 的中 �� 1456（55番人気）
ワイド票数 計 262740 的中 �� 1499（37番人気）�� 3850（20番人気）�� 687（58番人気）
3連複票数 計 786880 的中 ��� 684（148番人気）
3連単票数 計1254250 的中 ��� 262（684番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．1―13．1―12．8―12．6―11．8―12．3―12．3―11．7―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．7―37．8―50．9―1：03．7―1：16．3―1：28．1―1：40．4―1：52．7―2：04．4―2：16．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォーナインキング �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sinndar デビュー 2013．1．6 中山3着

2010．4．20生 牡3鹿 母 タ ー キ ー 母母 カーラパワー 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 クロンヌヴェール号の騎手三浦皇成は，決勝線手前での御法について戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03017 1月27日 晴 良 （25東京1）第2日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・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
1：44．2
1：44．1

良
良

714 ロジプリンセス 牝3青 54 三浦 皇成久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 450 ―1：49．1 1．9�
12 ナンダデヴィ 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 464 ―1：49．52� 16．0�
36 ユールシンギング 牡3鹿 56 松岡 正海 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 552 ―1：49．71� 12．1�
35 チョコレートリリー 牝3青鹿54 W．ビュイック 池谷 誠一氏 萩原 清 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456 ―1：49．8� 14．5�
（英）

612 ディーズミストレス 牝3黒鹿54 二本柳 壮秋谷 壽之氏 柴田 政人 新ひだか 有限会社石川牧場 440 ―1：50．01	 50．0�
713 コスモフルーリング 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新ひだか 川端牧場 372 ―1：50．53 77．4	
59 ミヤビアンジェロ 牝3鹿 54 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 436 ―1：51．24 16．3

23 サラダガール 牝3栗 54 嘉藤 貴行西村 和夫氏 蛯名 利弘 新ひだか 中田 浩美 424 ―1：51．3� 113．8�
47 ニューファンタジア 牝3鹿 54 柴田 善臣�G1レーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 452 ― 〃 クビ 11．0
11 グラスルーツ 牡3栗 56 小島 太一丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム B476 ―1：51．72� 214．5�
611 トミケンリジョイス 牝3鹿 54 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 えりも エクセルマネジメント 426 ―1：51．8� 43．4�
24 
 アンフォーギビング 牝3鹿 54 田辺 裕信�大樹ファーム 大竹 正博 米 Eagle

Holdings 510 ―1：51．9クビ 5．8�
816 タッチレインボー 牡3栗 56 田中 勝春吉田 和子氏 萩原 清 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 480 ― 〃 クビ 20．8�
48 ダンスアゲン 牝3鹿 54 吉田 隼人浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 454 ―1：52．0クビ 150．5�
510 テネシーワルツ 牝3鹿 54 D．マクドノー �タイヘイ牧場 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 486 ― 〃 アタマ 26．6�

（愛）

815 アフターダークネス 牡3栗 56
54 △嶋田 純次芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 大柳ファーム 508 ―1：52．1� 53．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，701，900円 複勝： 34，004，200円 枠連： 18，384，700円
馬連： 55，237，800円 馬単： 40，083，600円 ワイド： 25，357，200円
3連複： 64，470，400円 3連単： 111，662，700円 計： 375，902，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 300円 � 260円 枠 連（1－7） 1，540円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 660円 �� 480円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 5，860円 3 連 単 ��� 20，940円

票 数

単勝票数 計 267019 的中 � 115074（1番人気）
複勝票数 計 340042 的中 � 108405（1番人気）� 22763（6番人気）� 28298（4番人気）
枠連票数 計 183847 的中 （1－7） 8835（7番人気）
馬連票数 計 552378 的中 �� 26305（5番人気）
馬単票数 計 400836 的中 �� 14229（6番人気）
ワイド票数 計 253572 的中 �� 9648（5番人気）�� 14098（2番人気）�� 2240（30番人気）
3連複票数 計 644704 的中 ��� 8127（17番人気）
3連単票数 計1116627 的中 ��� 3936（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．3―48．5―1：01．1―1：13．7―1：25．5―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロジプリンセス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pivotal 初出走

2010．3．6生 牝3青 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※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 カケダシ号・カドリーユ号・カミノセンプー号・サクラフラムドール号・サラマジック号・シルヴァーグレイス号・

セブンスヘヴン号・ドラゴンヘラクレス号・トランプクイーン号・バレルウェーブ号・ビーナスジュエリー号・
ヤマニンアドーレ号・レッドカチューシャ号

※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27日 晴 良 （25東京1）第2日 第6競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

712 コパノリッキー 牡3栗 56 C．ルメール 小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 522± 01：25．5 1．9�
（仏）

814 サウンドトゥルー 牡3栗 56 三浦 皇成山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 41：26．45 30．8�
33 エメルボヌール 牡3黒鹿56 D．マクドノー �サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 81：26．72 43．0�
（愛）

58 クレバーカイオウ 牡3鹿 56 田辺 裕信�岡崎牧場 小西 一男 新冠 長浜牧場 460－ 21：26．8� 41．5�
69 ウイングリート 牡3鹿 56 内田 博幸�ウイン 加用 正 新ひだか 友田牧場 468－ 41：27．01� 4．2	
711 スズヨストラ 牡3栗 56 柴田 大知鈴木与四郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：27．21� 13．4

813 ニーマルジョイ 牡3鹿 56 北村 宏司板橋 秋氏 田村 康仁 浦河 有限会社

松田牧場 508＋181：27．41� 16．9�
45 � チェリーサターン 牡3栗 56 武士沢友治櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 北俣 牧夫 524＋ 21：27．5� 41．7�
22 イーサンヘイロー 牡3黒鹿56 横山 典弘国本 勇氏 大和田 成 日高 沖田牧場 462＋ 2 〃 アタマ 13．8
57 � マンボマーチ 牝3青鹿54 木幡 初広栗本 博晴氏 成島 英春 新ひだか グランド牧場 452－ 21：27．81� 370．0�
34 ア ビ ス コ 牡3芦 56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 488－ 6 〃 クビ 40．9�
610� ファイアキング 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 恵比寿牧場 456± 01：28．12 369．5�
46 マイネルルークス 牡3栃栗56 W．ビュイック �サラブレッドクラブ・ラフィアン 清水 英克 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 クビ 7．9�

（英）

11 ハヤブサペコチャン 牝3栗 54 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464＋ 21：28．2� 35．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，697，400円 複勝： 52，278，300円 枠連： 19，622，200円
馬連： 75，043，100円 馬単： 53，156，200円 ワイド： 39，051，000円
3連複： 94，445，100円 3連単： 169，062，300円 計： 537，355，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 140円 � 650円 � 1，210円 枠 連（7－8） 770円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 2，060円 �� 10，700円

3 連 複 ��� 39，230円 3 連 単 ��� 112，210円

票 数

単勝票数 計 346974 的中 � 144595（1番人気）
複勝票数 計 522783 的中 � 156819（1番人気）� 16212（9番人気）� 8232（12番人気）
枠連票数 計 196222 的中 （7－8） 18988（3番人気）
馬連票数 計 750431 的中 �� 21943（7番人気）
馬単票数 計 531562 的中 �� 12476（9番人気）
ワイド票数 計 390510 的中 �� 8897（11番人気）�� 4680（22番人気）�� 871（66番人気）
3連複票数 計 944451 的中 ��� 1777（95番人気）
3連単票数 計1690623 的中 ��� 1112（294番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．2―13．0―12．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．2―49．2―1：01．8―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノリッキー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．12．22 阪神8着

2010．3．24生 牡3栗 母 コパノニキータ 母母 ニホンピロローズ 3戦2勝 賞金 12，000，000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。



03019 1月27日 晴 良 （25東京1）第2日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （芝・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
1：44．2
1：44．1

良
良

79 カミノタサハラ 牡3鹿 56 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514± 01：47．9 2．6�

67 テンシンランマン 牝3鹿 54 田中 勝春 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 472－ 21：48．0� 8．1�
810 ヘルデンテノール 牡3鹿 56 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－ 21：48．1� 7．4�
78 ハッピーモーメント 牡3鹿 56 W．ビュイック �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 3．9�

（英）

811 カフェリュウジン 牡3鹿 56 内田 博幸西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 518－ 21：48．52� 23．3	
66 ケンブリッジサン 牡3鹿 56 D．マクドノー 中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 466－ 61：48．6クビ 7．1

（愛）

22 レッドジャイヴ 牡3青鹿56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 442－ 21：48．7� 21．7�
11 エフティシリウス 牡3青鹿56 C．ルメール 吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 ハナ 20．1�

（仏）

55 スマートルピナス 牝3鹿 54 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 440± 01：48．8クビ 101．6
33 アドマイヤイチバン 牝3青鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 464± 01：49．12 26．9�
44 セクシイサウンド 牝3鹿 54 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 492－ 41：49．31� 38．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，910，900円 複勝： 71，702，100円 枠連： 22，848，800円
馬連： 89，176，100円 馬単： 59，999，200円 ワイド： 40，314，100円
3連複： 107，401，100円 3連単： 217，472，400円 計： 652，824，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 230円 � 210円 枠 連（6－7） 340円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 370円 �� 400円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 8，060円

票 数

単勝票数 計 439109 的中 � 137599（1番人気）
複勝票数 計 717021 的中 � 217290（1番人気）� 65160（5番人気）� 77790（3番人気）
枠連票数 計 228488 的中 （6－7） 50336（1番人気）
馬連票数 計 891761 的中 �� 65399（4番人気）
馬単票数 計 599992 的中 �� 27328（5番人気）
ワイド票数 計 403141 的中 �� 28407（2番人気）�� 26241（3番人気）�� 10430（11番人気）
3連複票数 計1074011 的中 ��� 34797（6番人気）
3連単票数 計2174724 的中 ��� 19927（15番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．3―12．3―12．9―13．0―11．7―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―35．5―47．8―1：00．7―1：13．7―1：25．4―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

カミノタサハラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．11．25 東京1着

2010．2．14生 牡3鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 3戦2勝 賞金 17，846，000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。

03020 1月27日 晴 良 （25東京1）第2日 第8競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

816 ヤマチョウフェア 牡5黒鹿57 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 496＋ 81：25．2 5．0�
713 ゴールドカルラ 牝5鹿 55 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 520＋ 61：25．51� 4．3�
59 ビットプレスト 牡5鹿 57 江田 照男礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 464＋ 21：25．81� 11．4�
815 デイブレイク 牡5鹿 57 内田 博幸�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム B492＋ 8 〃 クビ 27．5�
12 � アーティクラフティ 牡5鹿 57 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 日高 待兼牧場 526＋101：25．9� 9．1�
36 � クラッシュアゲン 牡5黒鹿57 柴山 雄一浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 500＋121：26．0� 11．3	
612 ダーズンローズ 	5青 57 武士沢友治 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 482± 01：26．1� 16．8

510 リーサムダイチ 牡5鹿 57 柴田 善臣平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 478－ 6 〃 クビ 5．6�
24 スノウプリンス 牡5栗 57 松岡 正海野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 476＋ 61：26．73� 71．8�
611� ロードエストレーラ 牡4栗 56 三浦 皇成 ロードホースクラブ 新開 幸一 浦河 丸幸小林牧場 500＋ 81：26．91� 9．5�
23 � ウィナーズマックス 牡4黒鹿56 木幡 初広山口 克己氏 大江原 哲 平取 山口 明彦 B498－ 41：27．0� 139．6�
47 モンサンジュピター 牡4栗 56 田辺 裕信山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 有限会社武岡牧場 506＋141：27．1� 16．4�
11 � アイアンブロー 牡5芦 57 吉田 隼人平口 信行氏 高柳 瑞樹 浦河 田中スタッド 482＋ 61：27．2� 158．7�
714 アースソング 牝5鹿 55 蛯名 正義 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 464－ 21：27．4� 67．1�
35 ミヤコライジング 牝4鹿 54 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 460＋ 41：28．46 21．0�
48 � ナ ヴ ラ ス 牡5鹿 57 D．マクドノー 田所 英子氏 田中 剛 日高 天羽牧場 B474－ 61：29．89 110．2�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，478，300円 複勝： 50，052，500円 枠連： 29，573，600円
馬連： 94，621，500円 馬単： 52，990，000円 ワイド： 40，991，100円
3連複： 115，316，400円 3連単： 183，248，300円 計： 597，271，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 190円 � 260円 枠 連（7－8） 730円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 500円 �� 920円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 17，620円

票 数

単勝票数 計 304783 的中 � 48588（2番人気）
複勝票数 計 500525 的中 � 69296（3番人気）� 78166（2番人気）� 45177（4番人気）
枠連票数 計 295736 的中 （7－8） 30262（3番人気）
馬連票数 計 946215 的中 �� 68316（1番人気）
馬単票数 計 529900 的中 �� 18975（2番人気）
ワイド票数 計 409911 的中 �� 21353（2番人気）�� 10833（11番人気）�� 8524（15番人気）
3連複票数 計1153164 的中 ��� 21539（12番人気）
3連単票数 計1832483 的中 ��� 7679（25番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―12．4―12．3―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．3―47．7―1：00．0―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマチョウフェア �
�
父 デュランダル �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．6．11 東京6着

2008．3．22生 牡5黒鹿 母 セイカパンジー 母母 シンユーリード 15戦3勝 賞金 29，153，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ビットプレスト号の調教師松永康利は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マコトローゼンボー号
※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。



03021 1月27日 晴 良 （25東京1）第2日 第9競走 ��
��1，600�

お お し ま

大 島 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，24．1．28以降25．1．21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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

815 スズカヴィグラス 牡4鹿 53 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B494＋221：37．1 62．3�
48 ケイアイアポロン 牡5鹿 54 内田 博幸亀田 和弘氏 松山 康久 新ひだか 松田牧場 524＋ 8 〃 ハナ 9．7�
612 ブライアンズオーラ 牡4鹿 55 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 友田牧場 488± 0 〃 クビ 11．8�
713 シルクパルサー 牡6鹿 54 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 81：37．31� 52．9�
24 ナムラグーテン 牡5栗 54 横山 典弘奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 490－ 2 〃 クビ 5．4�
12 サンリットレイク 牡4鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：37．4クビ 18．5�
714 タイセイスティング 牡4栗 56 蛯名 正義田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 520－ 21：37．61 2．9	
36 �	 クールヴェント 牡5鹿 53 柴田 善臣櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade1

Bloodstock Inc. 514± 0 〃 ハナ 153．9

510 サンマルデューク 牡4黒鹿55 岩田 康誠相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 504＋ 61：37．91
 9．6�
47 フラアンジェリコ 牡5栗 55 W．ビュイック �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：38．0� 6．8

（英）

23 シュガーヒル 牡4芦 55 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 アタマ 6．9�

816 ユウターグローバル 牡7青鹿54 中谷 雄太北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 474＋ 61：38．1� 117．8�
611� ホウショウアビル 牝7鹿 50 高嶋 活士芳賀 吉孝氏 藤原 辰雄 米 Green

Gates Farm 484－ 61：38．73� 242．8�
11 シルクドミニオン �7栗 53 江田 照男有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 488＋ 61：39．01
 172．3�
59 	 レオアドミラル 牡7栗 54 田中 勝春田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 494－ 21：39．31
 141．1�
35 ディアビリーヴ 牡6青鹿56 D．マクドノー 寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 B496－ 61：39．51� 51．7�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，066，100円 複勝： 67，571，500円 枠連： 36，127，100円
馬連： 131，597，800円 馬単： 74，411，800円 ワイド： 49，187，900円
3連複： 157，931，800円 3連単： 277，637，100円 計： 833，531，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，230円 複 勝 � 1，020円 � 330円 � 400円 枠 連（4－8） 9，450円

馬 連 �� 49，430円 馬 単 �� 107，260円

ワ イ ド �� 7，130円 �� 8，290円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 149，240円 3 連 単 ��� 1，234，320円

票 数

単勝票数 計 390661 的中 � 4942（11番人気）
複勝票数 計 675715 的中 � 15720（9番人気）� 59433（5番人気）� 45721（7番人気）
枠連票数 計 361271 的中 （4－8） 2823（23番人気）
馬連票数 計1315978 的中 �� 1965（62番人気）
馬単票数 計 744118 的中 �� 512（123番人気）
ワイド票数 計 491879 的中 �� 1682（48番人気）�� 1445（53番人気）�� 6454（25番人気）
3連複票数 計1579318 的中 ��� 781（197番人気）
3連単票数 計2776371 的中 ��� 166（1286番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．7―12．2―12．5―12．5―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．1―34．8―47．0―59．5―1：12．0―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2011．10．30 新潟13着

2009．4．6生 牡4鹿 母 リバティーベル 母母 ク ラ リ ッ サ 13戦3勝 賞金 31，620，000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。

03022 1月27日 晴 良 （25東京1）第2日 第10競走 ��
��1，600�

せつぶん

節分ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，24．1．28以降25．1．21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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

810 タイキパーシヴァル 牡5栗 57 藤岡 佑介�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 506－ 21：33．5 3．0�

33 ミヤビファルネーゼ 牡5黒鹿57 W．ビュイック 村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 484＋ 4 〃 クビ 19．0�
（英）

11 ア ラ フ ネ 牝4栗 52 田中 勝春�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 442＋ 21：33．6クビ 25．8�
67 � セイウンジャガーズ 牡6黒鹿56 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud 484＋ 81：33．7� 12．2�
811 フルアクセル 牡5栗 57 C．ルメール 山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 480－ 41：33．8	 2．1�

（仏）

44 ヒシカツジェームス 牡6栗 55 蛯名 正義阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド 482± 0 〃 クビ 17．5	
55 トゥザサミット 牡6鹿 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム 460＋ 6 〃 アタマ 16．9

66 サニーヘイロー 牝5栗 53 吉田 豊宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 464± 01：34．01
 10．9�
78 ハッピーパレード 牝7黒鹿52 内田 博幸馬場 幸夫氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 同着 23．0�
79 サザンスターディ 牡7鹿 54 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 530－ 2 〃 アタマ 88．2
22 マイネルエルフ 牡7鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 524＋ 21：34．1クビ 84．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 51，062，400円 複勝： 83，888，600円 枠連： 41，416，600円
馬連： 150，828，100円 馬単： 100，030，500円 ワイド： 55，633，400円
3連複： 174，974，400円 3連単： 423，757，900円 計： 1，081，591，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 430円 � 570円 枠 連（3－8） 910円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，150円 �� 4，130円

3 連 複 ��� 15，870円 3 連 単 ��� 61，460円

票 数

単勝票数 計 510624 的中 � 136746（2番人気）
複勝票数 計 838886 的中 � 190316（2番人気）� 44606（6番人気）� 31627（9番人気）
枠連票数 計 414166 的中 （3－8） 33794（3番人気）
馬連票数 計1508281 的中 �� 40182（11番人気）
馬単票数 計1000305 的中 �� 19914（11番人気）
ワイド票数 計 556334 的中 �� 15765（10番人気）�� 12053（15番人気）�� 3189（40番人気）
3連複票数 計1749744 的中 ��� 8137（48番人気）
3連単票数 計4237579 的中 ��� 5089（160番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．9―11．6―11．8―11．3―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―35．9―47．5―59．3―1：10．6―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．2
3 10，2，9，1，3（8，11）6（5，7）4 4 10，2（9，1）（3，8）（6，5，11）（4，7）

勝馬の
紹 介

タイキパーシヴァル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Cure the Blues デビュー 2010．9．26 札幌1着

2008．2．16生 牡5栗 母 ヤエノジョオー 母母 リンクスオブゴールド 18戦5勝 賞金 97，828，000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。

２レース目



03023 1月27日 晴 良 （25東京1）第2日 第11競走 ��
��1，400�第27回根岸ステークス（ＧⅢ）

発走15時45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，24．1．28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，24．1．27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）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

47 メイショウマシュウ 牡5黒鹿56 藤岡 佑介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 518± 01：23．7 12．8�
35 ガ ン ジ ス 牡4栗 55 内田 博幸林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 ハナ 2．3�
12 セイクリムズン 牡7黒鹿58 岩田 康誠金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド 514－ 1 〃 クビ 48．7�
510 スティールパス 牝6黒鹿54 吉田 豊飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 468± 01：23．8� 60．2�
11 	 エーシンウェズン 牡6鹿 56 蛯名 正義�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.

Painter 534－ 41：23．9クビ 4．3�
612	 テスタマッタ 牡7鹿 59 D．マクドノー 吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford

Farm 504＋ 61：24．0
 30．9	
（愛）

48 トウショウカズン 牡6鹿 56 C．ルメールトウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 530＋ 21：24．21
 6．7

（仏）

714 ケイアイテンジン 牡7栗 56 田中 勝春亀田 和弘氏 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 486－ 41：24．3クビ 35．5�
23 ダノンカモン 牡7黒鹿56 W．ビュイック �ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 526－ 61：24．4� 10．9�

（英）

611 メイショウツチヤマ 牡6鹿 56 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 496± 01：24．5クビ 81．8
24 タイセイレジェンド 牡6栗 59 石橋 脩田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B528＋101：24．6� 18．0�
816 ダイショウジェット 牡10鹿 56 柴山 雄一馬場 祥晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 566＋ 21：24．7クビ 103．2�
815 ヒラボクワイルド 牡7青鹿56 三浦 皇成�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 488－ 41：25．02 86．1�
59 � トシキャンディ 牝7鹿 55 木幡 初広上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 504± 01：25．32 57．5�
713	 アーリーデイズ �6鹿 56 吉田 隼人加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette 470－ 21：25．4クビ 245．6�
36 ストローハット 牡4栗 56 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 482＋ 8 （競走中止） 16．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 184，824，700円 複勝： 255，208，300円 枠連： 157，849，300円 馬連： 700，622，900円 馬単： 400，376，900円
ワイド： 236，680，700円 3連複： 958，170，400円 3連単： 2，022，704，600円 5重勝： 825，980，000円 計： 5，742，417，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 310円 � 130円 � 910円 枠 連（3－4） 440円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 540円 �� 5，780円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 15，560円 3 連 単 ��� 103，090円

5 重 勝
対象競走：京都10R／東京10R／中京11R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 314，700円

票 数

単勝票数 計1848247 的中 � 114069（5番人気）
複勝票数 計2552083 的中 � 182167（5番人気）� 778038（1番人気）� 50726（10番人気）
枠連票数 計1578493 的中 （3－4） 269283（2番人気）
馬連票数 計7006229 的中 �� 375163（4番人気）
馬単票数 計4003769 的中 �� 68754（13番人気）
ワイド票数 計2366807 的中 �� 116607（4番人気）�� 9528（51番人気）�� 34187（17番人気）
3連複票数 計9581704 的中 ��� 45449（45番人気）
3連単票数 計20227046 的中 ��� 14481（264番人気）
5重勝票数 計8259800 的中 ����� 1937

ハロンタイム 12．5―11．5―11．7―12．3―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―35．7―48．0―59．9―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．7
3 9（4，13，16）（2，5）8（1，3）（10，14）11－（7，15）12，6 4 ・（9，4）（2，5，13，16）（1，8）（3，11）（10，14，12）15，7，6

勝馬の
紹 介

メイショウマシュウ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2011．1．9 京都1着

2008．4．1生 牡5黒鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア 12戦6勝 賞金 116，978，000円
〔競走中止〕 ストローハット号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔制裁〕 メイショウマシュウ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の24頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）24頭 アドマイヤメジャー号・アドマイヤロイヤル号・エアウルフ号・エベレストオー号・ガンダーラ号・

グリッターウイング号・ゴールドバシリスク号・サイオン号・サクラシャイニー号・サンライズモール号・
シセイオウジ号・スピリタス号・スリーアリスト号・セイカアレグロ号・ダノンエリモトップ号・
デュアルスウォード号・トウショウブリッツ号・トキノフウジン号・トーホウチェイサー号・ナニハトモアレ号・
ネオサクセス号・フィールドシャイン号・マルカベンチャー号・ワールドワイド号

※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27日 晴 良 （25東京1）第2日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （芝・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 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
1：19．6
1：19．0

良
良

22 オコレマルーナ 牡4青鹿56 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 444± 01：22．2 2．7�

（仏）

34 ザッハトルテ 牝6芦 55 蛯名 正義永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 432＋ 21：22．3� 8．3�
33 	 キョウエイバサラ 牡5芦 57 石橋 脩田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 512－ 81：22．4� 28．9�
610 ジョーオリオン 牡4栗 56 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 480＋10 〃 ハナ 6．1�
57 シルクブルックリン 牡4黒鹿56 北村 宏司有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 562－ 4 〃 ハナ 27．6�
814 マイネルアダマス 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B422＋ 41：22．71� 5．5	
711 コ リ ー ヌ 牝4鹿 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 444＋ 6 〃 クビ 15．9

46 デ コ ル テ 牝6黒鹿55 三浦 皇成谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 476＋201：22．8クビ 32．7�
11 
 パイライトパワー 牝4鹿 54 横山 典弘西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 446＋ 2 〃 クビ 12．8�
712 ストロングロビン 牡7鹿 57 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 476－ 21：22．9� 43．3
45 ダノンシュナップス 牡6栗 57 田中 勝春�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 540－ 81：23．0� 43．8�
58 キボウダクリチャン 牝4栗 54

52 △嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 454－ 2 〃 クビ 245．8�
69 ダイワインスパイア 牡4鹿 56 D．マクドノー 大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 482＋ 61：23．1クビ 19．3�

（愛）

813 カグニザント 牡5黒鹿57 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 466－ 4 〃 ハナ 13．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 73，163，100円 複勝： 99，748，400円 枠連： 57，408，500円
馬連： 207，389，600円 馬単： 114，155，900円 ワイド： 80，961，400円
3連複： 252，588，000円 3連単： 505，422，700円 計： 1，390，837，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 260円 � 590円 枠 連（2－3） 920円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，320円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 7，980円 3 連 単 ��� 29，140円

票 数

単勝票数 計 731631 的中 � 218841（1番人気）
複勝票数 計 997484 的中 � 254414（1番人気）� 92295（4番人気）� 33138（10番人気）
枠連票数 計 574085 的中 （2－3） 46530（4番人気）
馬連票数 計2073896 的中 �� 127789（3番人気）
馬単票数 計1141559 的中 �� 45916（4番人気）
ワイド票数 計 809614 的中 �� 46680（3番人気）�� 14650（12番人気）�� 7245（31番人気）
3連複票数 計2525880 的中 ��� 23374（24番人気）
3連単票数 計5054227 的中 ��� 12802（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―36．0―48．3―59．6―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F33．9
3 9，6，10，3（7，12）（1，14）（2，8）11（4，5）13 4 9，6（3，10）（1，7，12）（2，8，14）（4，11）（13，5）

勝馬の
紹 介

オコレマルーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Woodman デビュー 2011．10．9 東京3着

2009．3．2生 牡4青鹿 母 ラスリングカプス 母母 Fieldy 11戦3勝 賞金 41，147，000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。

５レース目



（25東京1）第2日 1月27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 177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

236，190，000円
7，680，000円
1，790，000円
21，510，000円
66，852，000円
4，874，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
587，488，300円
904，700，900円
447，993，000円
1，743，813，700円
1，061，924，400円
678，447，800円
2，228，535，300円
4，420，469，500円
825，980，000円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 12，899，352，900円

総入場人員 30，014名 （有料入場人員 28，826名）
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