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03001 1月31日 晴 不良 （27東京1）第1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

35 リベルタンゴ 牝3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 500－ 41：25．6 7．5�
36 スールキートス 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 486＋ 41：25．81 4．9�
11 リンガスヴィグラス 牝3鹿 54 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 454－ 21：26．01� 5．1�
713 シ ル フ 牝3黒鹿54 蛯名 正義�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 2 〃 クビ 10．3�
714 ラミアカーサ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422－ 21：26．21� 14．4	

23 ボンボンキャスト 牝3黒鹿54 北村 宏司山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 482－ 61：26．51� 3．5

612 ドリームメモリー 牝3鹿 54 田辺 裕信田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 454＋ 2 〃 クビ 18．2�
24 パールヴァティー 牝3黒鹿54 後藤 浩輝 �チャンピオンズファーム 伊藤 大士 新ひだか 田上 稔 448± 01：26．82 8．5�
48 ヌーベルバーグパリ 牝3黒鹿54 吉田 豊大塚 亮一氏 本間 忍 浦河 谷口牧場 488－ 41：26．9クビ 30．1
59 フロイラインシチー 牝3鹿 54 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 448＋ 61：27．64 58．0�
510 ロイヤルアスカ 牝3栗 54 大野 拓弥�髙昭牧場 新開 幸一 浦河 高昭牧場 426－ 21：27．7� 165．5�
816 ビバサンライズ 牝3鹿 54 吉原 寛人桐谷 茂氏 中野 栄治 新冠 高瀬牧場 448＋101：28．76 109．1�

（川崎）

611 ハニーファンタジー 牝3黒鹿 54
51 ▲石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 426－ 2 〃 ハナ 108．3�

12 テ ヅ ク リ 牝3栗 54 武士沢友治江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 440－10 〃 アタマ 203．5�
815 トウカイストラーダ 牝3栗 54 江田 照男内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 430－201：29．12� 106．4�
47 ブレッザバラーレ 牝3栗 54 柴山 雄一森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 谷口牧場 428－ 21：29．84 99．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，674，100円 複勝： 47，789，200円 枠連： 24，819，000円
馬連： 74，740，700円 馬単： 42，297，300円 ワイド： 39，807，000円
3連複： 95，297，000円 3連単： 131，041，200円 計： 484，465，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 290円 � 190円 � 160円 枠 連（3－3） 3，310円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 5，980円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，010円 �� 480円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 29，410円

票 数

単勝票数 計 286741 的中 � 30490（4番人気）
複勝票数 計 477892 的中 � 34957（6番人気）� 68850（3番人気）� 85752（2番人気）
枠連票数 計 248190 的中 （3－3） 5804（12番人気）
馬連票数 計 747407 的中 �� 18531（17番人気）
馬単票数 計 422973 的中 �� 5304（28番人気）
ワイド票数 計 398070 的中 �� 8484（18番人気）�� 9787（16番人気）�� 22767（4番人気）
3連複票数 計 952970 的中 ��� 14096（19番人気）
3連単票数 計1310412 的中 ��� 3230（107番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―12．6―12．6―12．1―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リベルタンゴ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Pure Prize デビュー 2014．8．10 小倉12着

2012．2．14生 牝3栗 母 オ ジ ャ グ ワ 母母 Open Secrets 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時10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 ジュンアカネ号
※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。

03002 1月31日 晴 不良 （27東京1）第1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

510 カ ラ マ 牡3鹿 56 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 新冠 柏木 一則 526＋102：14．2 2．7�
24 セ ー ブ ル 牡3青 56 吉田 豊�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 490－ 42：14．73 16．1�
611 コスモポッポ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 456± 0 〃 アタマ 8．0�
713 ケイジーオプティー �3黒鹿56 松岡 正海鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 418－ 42：14．91� 68．3�
35 タマヨリモハヤク 牡3鹿 56 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 岡田牧場 474－ 22：15．0クビ 48．8�
11 エンカウンター 牡3鹿 56 G．ブノワ 	ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 536－ 62：15．21 4．0


（仏）

815 ナニスンネン 牡3栗 56 的場 勇人杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 500－ 62：15．62� 17．6�
36 ウインアヴァンティ 牡3黒鹿56 丸田 恭介	ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 476－10 〃 アタマ 59．1�
59 イシドールス 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 伊藤 大士 安平 追分ファーム 470＋ 2 〃 ハナ 7．3
714 アシャカオーラ 牡3鹿 56 北村 宏司吉冨 学氏 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 520－ 82：15．7� 40．2�
47 カゼノゴトク 牡3鹿 56 杉原 誠人大塚 亮一氏 畠山 吉宏 浦河 ガーベラパー

クスタツド 464－ 62：15．8� 78．8�
23 ティマイオス 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 初也 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 496－ 62：17．07 16．7�
12 アクティブボス 牡3青 56 西田雄一郎髙橋 長治氏 根本 康広 浦河 鵜木 唯義 496± 0 〃 ハナ 271．3�
612 コパノハミルトン 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 484± 02：17．21� 13．2�
816 ツクバグランディー 牡3黒鹿56 吉原 寛人荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 540－ 62：17．41� 84．1�

（川崎）

48 フ ェ ン リ ル 牡3鹿 56 武士沢友治 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484－ 82：18．25 72．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，366，700円 複勝： 35，327，200円 枠連： 19，799，000円
馬連： 57，458，700円 馬単： 33，982，200円 ワイド： 31，450，300円
3連複： 70，884，700円 3連単： 101，973，800円 計： 374，242，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 310円 � 240円 枠 連（2－5） 830円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 960円 �� 430円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 21，190円

票 数

単勝票数 計 233667 的中 � 68825（1番人気）
複勝票数 計 353272 的中 � 76271（1番人気）� 24544（6番人気）� 35277（4番人気）
枠連票数 計 197990 的中 （2－5） 18390（3番人気）
馬連票数 計 574587 的中 �� 17014（8番人気）
馬単票数 計 339822 的中 �� 6121（12番人気）
ワイド票数 計 314503 的中 �� 8153（9番人気）�� 20395（2番人気）�� 5455（16番人気）
3連複票数 計 708847 的中 ��� 12490（11番人気）
3連単票数 計1019738 的中 ��� 3488（52番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―13．1―12．8―12．6―12．5―12．9―12．9―12．7―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．7―31．8―44．6―57．2―1：09．7―1：22．6―1：35．5―1：48．2―2：01．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

カ ラ マ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．1．4 中山3着

2012．4．11生 牡3鹿 母 パ シ テ ィ ア 母母 ソルティーレディー 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時35分に変更。
〔発走状況〕 ナニスンネン号は，馬場入場後に左前肢落鉄。発走時刻2分遅延。
※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。

第１回 東京競馬 第１日



03003 1月31日 晴 不良 （27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
1：34．1
1：33．3

不良
良

510 プ エ ル ト 牡3鹿 56 F．ベリー 池谷 誠一氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 524 ―1：39．0 3．6�
（愛）

714 トーセンラムセス 牡3鹿 56 吉原 寛人島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ
スティファーム 500 ―1：40．06 13．0�

（川崎）

23 ゼロレボルシオン 牡3鹿 56 内田 博幸広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 474 ―1：40．1� 11．7�
48 ル ミ ナ ス 牡3鹿 56 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B522 ―1：40．2	 50．6�
36 ベルウッドケルン 牡3栗 56 G．ブノワ 鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 484 ― 〃 クビ 13．2	

（仏）

47 アバオアクー 牡3鹿 56 田中 勝春外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 498 ―1：40．41 5．9

816 シンキングジョリー 牝3鹿 54 吉田 豊佐藤 雄司氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 488 ―1：40．5� 9．4�
59 ローレンアイザック 牡3鹿 56 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 468 ―1：40．71
 61．9�
612 カネトシシナジー 牡3鹿 56 北村 宏司兼松 利男氏 日吉 正和 浦河 高昭牧場 526 ―1：40．8� 16．1
611� アメリカンストーム 牡3栗 56 三浦 皇成吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Reiko Baum &

Michael Baum 526 ―1：40．9クビ 46．9�
11 � ピュアリーソリッド 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Winches-
ter Farm 426 ―1：41．0	 47．3�

12 マテンロウリバー 牡3栗 56 大野 拓弥寺田千代乃氏 田村 康仁 日高 下河辺牧場 500 ―1：42．27 9．8�
35 メイショウタケツル 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 542 ―1：42．51	 5．3�
24 トーセンワルツ 牝3栗 54 武士沢友治島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 520 ― 〃 クビ 148．7�
815 ノースフォンテン 牡3芦 56 柴山 雄一吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 476 ―1：43．45 123．2�
713 キングサクセサー 牡3鹿 56 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 470 ―1：47．3大差 54．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，181，600円 複勝： 35，021，000円 枠連： 16，763，300円
馬連： 56，905，500円 馬単： 30，375，000円 ワイド： 29，242，800円
3連複： 66，896，700円 3連単： 87，096，100円 計： 344，482，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 360円 � 350円 枠 連（5－7） 1，860円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 880円 �� 990円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 9，370円 3 連 単 ��� 40，810円

票 数

単勝票数 計 221816 的中 � 49042（1番人気）
複勝票数 計 350210 的中 � 74722（1番人気）� 21983（7番人気）� 22121（6番人気）
枠連票数 計 167633 的中 （5－7） 6956（8番人気）
馬連票数 計 569055 的中 �� 22176（5番人気）
馬単票数 計 303750 的中 �� 6829（8番人気）
ワイド票数 計 292428 的中 �� 8764（7番人気）�� 7664（10番人気）�� 2998（33番人気）
3連複票数 計 668967 的中 ��� 5354（32番人気）
3連単票数 計 870961 的中 ��� 1547（127番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．3―13．0―13．4―12．8―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．6―48．6―1：02．0―1：14．8―1：26．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ エ ル ト �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Grindstone 初出走

2012．4．25生 牡3鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時01分に変更。
〔制裁〕 ピュアリーソリッド号の騎手伴啓太は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・3番・4番）

トーセンラムセス号の騎手吉原寛人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・
8番）

〔その他〕 ピュアリーソリッド号は，発走後に外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングサクセサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ショウナンカブト号・スティーヴカフェ号・ダイリュウスター号
※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。

03004 1月31日 晴 稍重 （27東京1）第1日 第4競走 ��
��1，600�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
1：31．3
1：30．7

良
良

24 スマイルミーティア 牝3黒鹿54 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：35．3 2．9�
816 マンゴジェリー 牡3鹿 56 松岡 正海窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 クビ 5．0�
47 クインズミラーグロ 牝3黒鹿54 武 豊 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 436＋161：35．83 12．5�
23 ロジダーリング 牡3鹿 56 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 洞�湖 レイクヴィラファーム B456－ 21：36．01� 28．6�
36 フジハイドランジア 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人藤田 達男氏 清水 英克 新冠 佐藤 信広 434－ 21：36．42	 125．5�
35 リガードリング 牡3黒鹿56 蛯名 正義�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 492－ 81：36．61� 13．4	
12 ガ ニ メ ー ド 牡3鹿 56 後藤 浩輝 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522－ 4 〃 クビ 7．4

611 ハイアーヴォルト 牡3鹿 56 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 浦河 昭和牧場 472－ 21：36．7クビ 30．5�
713 コスモカンプ 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 482± 01：36．91� 18．7�
59 ペイシャクィーン 牝3鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 高橋 裕 新冠 隆栄牧場 438＋ 4 〃 ハナ 41．0
612
 コスモミザール 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 米 Jerry Jam-

gotchian 434－ 2 〃 クビ 181．2�
714 シグナルアロー 牡3鹿 56 内田 博幸榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 460－ 41：37．0クビ 15．6�
11 サトノコスミック 牡3黒鹿56 的場 勇人里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム 472＋ 81：37．21	 47．6�
815 スターファセット 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 446－101：37．83	 19．8�
48 ディアエスタード 牡3鹿 56 F．ベリー ディアレスト 松永 康利 浦河 松栄牧場 488－ 41：38．12 7．8�

（愛）

510 モリトプリマ 牝3栗 54 勝浦 正樹石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 424＋ 21：39．16 221．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，315，500円 複勝： 48，660，200円 枠連： 21，614，100円
馬連： 69，522，200円 馬単： 38，343，300円 ワイド： 36，651，500円
3連複： 83，665，100円 3連単： 112，270，800円 計： 440，042，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 200円 � 310円 枠 連（2－8） 570円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 390円 �� 610円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 11，530円

票 数

単勝票数 計 293155 的中 � 79031（1番人気）
複勝票数 計 486602 的中 � 127956（1番人気）� 58162（3番人気）� 30548（6番人気）
枠連票数 計 216141 的中 （2－8） 29222（1番人気）
馬連票数 計 695222 的中 �� 60955（1番人気）
馬単票数 計 383433 的中 �� 17980（1番人気）
ワイド票数 計 366515 的中 �� 26191（1番人気）�� 15260（4番人気）�� 8073（12番人気）
3連複票数 計 836651 的中 ��� 21552（4番人気）
3連単票数 計1122708 的中 ��� 7057（7番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．3―12．5―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．4―47．7―1：00．2―1：11．8―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイルミーティア �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2014．8．23 新潟2着

2012．3．30生 牝3黒鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 6戦1勝 賞金 13，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時30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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シーキングザライト号・メイショウスターク号
※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。



03005 1月31日 晴 稍重 （27東京1）第1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
1：43．9

良
良

714 キタサンブラック 牡3鹿 56 後藤 浩輝�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 510 ―1：52．3 7．9�
24 ミッキージョイ 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 490 ―1：52．51� 1．7�
11 コスモアルヘナ 牡3青鹿56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 480 ―1：52．6� 64．4�
47 ペブルガーデン 牝3鹿 54 田辺 裕信�ターフ・スポート大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 472 ― 〃 ハナ 4．2�
48 トーセンパンサー 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム 438 ―1：53．02� 131．3	

59 クリッパールート 牝3黒鹿54 三浦 皇成
G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 470 ―1：53．1� 22．4�
612 イーハトーボ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 浦河 市川フアーム 432 ―1：53．2� 100．6�
611 メ ド ゥ ー サ 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 安惠氏 金成 貴史 安平 追分ファーム 460 ― 〃 クビ 50．3
12 リコリアーノ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 406 ― 〃 ハナ 33．1�
510 メニーサンクス 牝3鹿 54 勝浦 正樹吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 462 ―1：53．3クビ 42．0�
815 フォルタレッサ 牝3栗 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 390 ― 〃 クビ 91．1�
816 ダイワエクシード 牡3栗 56 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 538 ―1：53．4� 17．3�
35 レッドグロワール 牡3鹿 56 吉田 隼人 
東京ホースレーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 クビ 44．3�
23 クオリアンカ 牡3鹿 56 菅原 隆一
錦岡牧場 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 510 ―1：53．82� 77．6�
713 パームリーフ 牡3鹿 56 武士沢友治小林竜太郎氏 中川 公成 厚真 大川牧場 B444 ―1：54．54 292．2�
36 ニシノカブケ 牡3栗 56 大野 拓弥西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 488 ― （競走中止） 18．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，803，200円 複勝： 31，412，700円 枠連： 16，314，700円
馬連： 54，981，500円 馬単： 36，581，100円 ワイド： 27，288，500円
3連複： 59，732，500円 3連単： 102，670，700円 計： 356，784，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 180円 � 120円 � 760円 枠 連（2－7） 620円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 330円 �� 3，720円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 7，080円 3 連 単 ��� 43，100円

票 数

単勝票数 計 278032 的中 � 27915（3番人気）
複勝票数 計 314127 的中 � 39792（3番人気）� 106778（1番人気）� 6288（11番人気）
枠連票数 計 163147 的中 （2－7） 20131（2番人気）
馬連票数 計 549815 的中 �� 62821（2番人気）
馬単票数 計 365811 的中 �� 12878（6番人気）
ワイド票数 計 272885 的中 �� 24670（2番人気）�� 1716（35番人気）�� 4186（15番人気）
3連複票数 計 597325 的中 ��� 6326（20番人気）
3連単票数 計1026707 的中 ��� 1727（116番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．2―13．1―13．2―13．0―11．8―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．0―51．1―1：04．3―1：17．3―1：29．1―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

キタサンブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2012．3．10生 牡3鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時55分に変更。
〔発走状況〕 パームリーフ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 ニシノカブケ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アストンブラック号・アフェクトダンサー号・キングギムレット号・グレーターロンドン号・コスモヴェルフェン号・

ジャストザルーチェ号・スプリングアース号・ディープジュエリー号・ファミリーズオナー号・プチテアートル号・
ベストエビデンス号・ポップスキャット号・マイヒレン号・ミエノキティ号・ラックアサイン号・
リングシュトラーセ号・ルレイヴ号・レパードクリフ号

03006 1月31日 晴 不良 （27東京1）第1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 7，200，000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

55 ホワイトフーガ 牝3芦 54 大野 拓弥西森 鶴氏 高木 登 浦河 梅田牧場 510± 01：24．8 2．3�
68 ア ル タ イ ル 牡3栗 56 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 484＋ 21：24．9� 16．2�
56 フィールザプリティ 牝3黒鹿54 田中 勝春櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 450－ 61：25．43 5．2�
33 レザンドゥオール 牡3栗 56 田辺 裕信高橋 一恵氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 502－ 21：25．71� 4．4�
812 コスモシュアー 牡3芦 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高木 登 新ひだか 坂本 春雄 448＋ 2 〃 ハナ 27．6�
67 タイセイアニマート 牡3黒鹿56 武士沢友治田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 464± 01：25．8� 47．3�
11 サンタナブルー 牡3黒鹿56 柴田 大知 	ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 448－ 61：25．9� 14．2

811 ショウナンライコウ 牡3鹿 56 後藤 浩輝国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 B482－ 21：26．11� 64．8�
79 オージーアイドル 牝3鹿 54 蛯名 正義窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 438－ 61：26．41� 27．7�
710 ウイズキッド 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 516－ 61：27．35 218．8
22 オメガハイヌーン 牡3鹿 56 F．ベリー 原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 472＋ 61：27．72� 6．5�

（愛）

44 ラマハデスヌーダ 牝3鹿 54 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 434－ 21：29．19 289．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，421，600円 複勝： 37，711，700円 枠連： 15，088，400円
馬連： 66，833，100円 馬単： 38，291，100円 ワイド： 29，766，300円
3連複： 69，143，900円 3連単： 122，441，600円 計： 407，697，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 260円 � 180円 枠 連（5－6） 870円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 560円 �� 260円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 11，710円

票 数

単勝票数 計 284216 的中 � 98530（1番人気）
複勝票数 計 377117 的中 � 107927（1番人気）� 27858（5番人気）� 49505（4番人気）
枠連票数 計 150884 的中 （5－6） 13395（4番人気）
馬連票数 計 668331 的中 �� 31462（7番人気）
馬単票数 計 382911 的中 �� 13055（8番人気）
ワイド票数 計 297663 的中 �� 12852（7番人気）�� 33433（2番人気）�� 7606（12番人気）
3連複票数 計 691439 的中 ��� 19118（9番人気）
3連単票数 計1224416 的中 ��� 7580（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―47．2―59．7―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホワイトフーガ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．12．6 中山1着

2012．3．28生 牝3芦 母 マリーンウィナー 母母 ドバイソプラノ 3戦2勝 賞金 18，304，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時20分に変更。
〔騎手変更〕 タイセイアニマート号の騎手G．ブノワは，負傷のため武士沢友治に変更。
〔発走状況〕 発走準備のため発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 レザンドゥオール号の騎手田辺裕信は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※出走取消馬 ビレッジトプテム号（疾病〔右前裂蹄〕のため）
※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31日 晴 不良 （27東京1）第1日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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
1：34．1
1：33．3

不良
良

67 � ゴールデンバローズ 牡3栗 56 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Crossed Sa-
bres Farm 510－ 21：35．6 1．3�

710 ノ ボ バ カ ラ 牡3栗 56 後藤 浩輝�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 496－ 21：36．23� 14．1�
33 � ジェルブドール 牡3栗 56 四位 洋文山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Woodford

Thoroughbreds 492± 01：36．3� 6．6�
22 フクノグリュック 牡3鹿 56 横山 典弘福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 496－ 21：36．72� 6．7�
56 コスモボアソルテ 牡3芦 56 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 484＋ 21：37．02 82．1	
55 リアルプロジェクト 牡3鹿 56 武 豊吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 494－121：37．21� 26．7

812 ナンヨーテンプル 牡3黒鹿56 吉原 寛人中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 472－101：37．94 65．0�

（川崎）

79 カラダロマン 牡3鹿 56 吉田 豊子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 470－ 2 〃 クビ 84．3�
68 コスモムルジム 牡3青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 山野牧場 470＋ 41：38．22 295．4
11 マイネルネッツ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 赤石 久夫 476＋101：38．4	 51．1�
44 スズカリバー 牡3鹿 56 F．ベリー 永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492± 01：39．78 40．8�

（愛）

811 テンプルオブラブ 牝3鹿 54 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 430－ 61：40．44 460．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 47，020，700円 複勝： 130，051，300円 枠連： 18，351，800円
馬連： 83，364，200円 馬単： 68，945，600円 ワイド： 43，838，900円
3連複： 102，084，700円 3連単： 264，889，000円 計： 758，546，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 180円 � 150円 枠 連（6－7） 660円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 330円 �� 200円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 4，540円

票 数

単勝票数 計 470207 的中 � 283738（1番人気）
複勝票数 計1300513 的中 � 969658（1番人気）� 52344（4番人気）� 73555（3番人気）
枠連票数 計 183518 的中 （6－7） 21472（3番人気）
馬連票数 計 833642 的中 �� 85892（3番人気）
馬単票数 計 689456 的中 �� 62500（3番人気）
ワイド票数 計 438389 的中 �� 32652（3番人気）�� 67255（2番人気）�� 10749（10番人気）
3連複票数 計1020847 的中 ��� 55754（4番人気）
3連単票数 計2648890 的中 ��� 42277（11番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．6―12．2―12．6―12．3―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．6―34．2―46．4―59．0―1：11．3―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゴールデンバローズ �
�
父 Tapit �

�
母父 Mayakovsky デビュー 2014．11．8 東京2着

2012．2．14生 牡3栗 母 Mother Russia 母母 Still Secret 3戦2勝 賞金 15，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時45分に変更。
〔騎手変更〕 ナンヨーテンプル号の騎手G．ブノワは，負傷のため吉原寛人に変更。
※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。

03008 1月31日 晴 不良 （27東京1）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

23 レッドジョーカー 牡7黒鹿57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 B524－161：24．0 22．1�
611 サクラルコール 牡4栃栗56 内田 博幸�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 496－ 6 〃 クビ 3．9�
59 ダイチヴュルデ 牡4鹿 56 吉原 寛人 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 448＋ 61：24．42� 15．9�

（川崎）

36 ア ビ ス コ 牡5芦 57 後藤 浩輝金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 502＋101：24．61� 56．5�

816 フジノゴトク 牡4栗 56 北村 宏司平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 516＋161：24．81� 3．5	
713� トーセンリュー 牡5黒鹿57 小野寺祐太島川 
哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 512－ 51：25．12 183．4�
35 トーセンミラージュ 牡4青鹿56 横山 典弘島川 
哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：25．3� 8．1�
815 アブソリュカフェ 牡4黒鹿56 四位 洋文西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 500＋ 81：25．51 17．6
11 ダンディーソル 牡5青鹿 57

54 ▲長岡 禎仁 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 498＋121：25．71	 24．3�
612 プレシャスムーン 牝4鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 440－ 21：25．8クビ 64．8�
714� テ ル ス 牝4黒鹿54 横山 和生杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 436－161：26．01	 224．8�
24 ビーチドラゴン 
4黒鹿56 伊藤 工真窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 518－10 〃 クビ 137．9�
510 ブラックシェンロン 牡4鹿 56 吉田 隼人田頭 勇貴氏 矢野 英一 登別 登別上水牧場 B456± 01：26．2� 72．3�
48 キネオメジャー 
4栗 56 蛯名 正義吉田 千津氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 クビ 8．2�
47 ドンビザッツウェイ 牡8鹿 57 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 510＋ 61：26．3� 77．3�
12 ノッキングオン 牡5鹿 57 F．ベリー 松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 444－ 61：26．51 5．2�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，961，500円 複勝： 58，690，200円 枠連： 24，406，500円
馬連： 101，110，000円 馬単： 49，583，300円 ワイド： 46，402，700円
3連複： 112，400，900円 3連単： 165，318，500円 計： 592，873，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 590円 � 160円 � 370円 枠 連（2－6） 4，660円

馬 連 �� 6，120円 馬 単 �� 15，790円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 4，670円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 23，150円 3 連 単 ��� 173，700円

票 数

単勝票数 計 349615 的中 � 12655（8番人気）
複勝票数 計 586902 的中 � 20785（9番人気）� 126400（1番人気）� 36423（6番人気）
枠連票数 計 244065 的中 （2－6） 4054（18番人気）
馬連票数 計1011100 的中 �� 12802（22番人気）
馬単票数 計 495833 的中 �� 2354（51番人気）
ワイド票数 計 464027 的中 �� 6144（23番人気）�� 2492（46番人気）�� 11762（12番人気）
3連複票数 計1124009 的中 ��� 3641（74番人気）
3連単票数 計1653185 的中 ��� 690（516番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．0―12．4―12．2―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．4―47．8―1：00．0―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．2
3 15，4（1，8，11）3，6，2，13（12，14，16）（10，9）（5，7） 4 15（4，8，11）（1，3，6）（2，13，16）（12，9）14，10（5，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッドジョーカー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．1．16 中山5着

2008．4．7生 牡7黒鹿 母 タイフウジョオー 母母 ラツキーゲスト 17戦3勝 賞金 23，270，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時10分に変更。
〔騎手変更〕 アビスコ号の騎手G．ブノワは，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 パトロクロス号
（非抽選馬） 1頭 モリトハリウッド号
※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。



03009 1月31日 晴 稍重 （27東京1）第1日 第9競走 ��
��1，800�

りっしゅん

立 春 賞
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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

23 エバーグリーン 牡7青 57 F．ベリー 吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 512－ 21：47．1 4．2�
（愛）

510 シュンドルボン 牝4青鹿54 田辺 裕信�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 488± 0 〃 クビ 6．2�
816 ラインハーディー 牝4栗 54 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 498± 01：47．2� 4．2�
714 ダイワアクシス 牡6黒鹿57 蛯名 正義大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 456± 01：47．3� 17．6�
611 ピュアソルジャー 牡5鹿 57 吉田 豊鶴見 芳子氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 B476± 01：47．4クビ 43．9�
815 フジマサエンペラー 牡6黒鹿57 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 500－ 61：47．71	 9．0	
35 エアルプロン 牡6鹿 57 内田 博幸 
ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 498＋ 61：47．8	 29．7�
48 アンブリッジローズ 牡5鹿 57 柴山 雄一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 446－ 21：48．22� 9．0�
11 シルクブルックリン 牡6黒鹿57 吉原 寛人 �シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 556－ 21：48．3� 146．5

（川崎）

59 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝6鹿 55 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋ 8 〃 アタマ 23．5�

47 マイネルシュライ 牡7青 57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494＋ 21：48．4� 85．4�
36 
 レッドシャンクス �6鹿 57 北村 宏司 
東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd 486＋ 21：48．5� 7．6�
12 ビームライフル 牡6青鹿57 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 492± 01：48．82 157．3�
612 コスモチョコレイ 牝4黒鹿54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 448＋ 2 〃 アタマ 24．5�
24 コスモトゥルーラヴ 牡6鹿 57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 502＋ 21：49．0	 77．7�
713 コスモグレースフル 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 520＋ 8 〃 クビ 29．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，388，300円 複勝： 69，349，700円 枠連： 34，832，700円
馬連： 128，445，600円 馬単： 59，228，200円 ワイド： 57，681，200円
3連複： 155，783，000円 3連単： 220，028，300円 計： 765，737，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 170円 � 150円 枠 連（2－5） 1，090円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 460円 �� 410円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 9，090円

票 数

単勝票数 計 403883 的中 � 76341（1番人気）
複勝票数 計 693497 的中 � 129105（1番人気）� 98083（3番人気）� 124502（2番人気）
枠連票数 計 348327 的中 （2－5） 24714（4番人気）
馬連票数 計1284456 的中 �� 81693（2番人気）
馬単票数 計 592282 的中 �� 17153（5番人気）
ワイド票数 計 576812 的中 �� 32093（2番人気）�� 36444（1番人気）�� 31592（3番人気）
3連複票数 計1557830 的中 ��� 69133（1番人気）
3連単票数 計2200283 的中 ��� 17539（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―35．5―47．4―59．3―1：11．4―1：23．0―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

エバーグリーン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．4．23 京都5着

2008．3．9生 牡7青 母 ドライアッド 母母 オークツリー 32戦4勝 賞金 80，071，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時40分に変更。
〔騎手変更〕 コスモトゥルーラヴ号の騎手G．ブノワは，負傷のため松岡正海に変更。
〔制裁〕 エバーグリーン号の騎手F．ベリーは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：14番）

シュンドルボン号の騎手田辺裕信は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※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 カーバ号・クリノハッチャン号
※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。

03010 1月31日 晴 稍重 （27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1，200万円毎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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

11 ニシノラッシュ 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 476＋ 61：22．7 2．2�
57 ブ リ ク ス ト 牡3黒鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：22．8� 5．4�
58 アポロノシンザン 牡3鹿 56 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 462＋ 6 〃 クビ 7．2�
22 	 スズカブレーン 牡3鹿 56 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 472± 01：23．01
 29．5�
69 ジャストドゥイング 牡3鹿 57 北村 宏司前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 544± 01：23．42� 7．6�
33 コスモヨハネ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 490± 01：23．61� 11．4	
711� パーティメーカー 牡3栗 56 御神本訓史山口 裕介氏 小久保 智 浦河 昭和牧場 468－ 91：23．91� 137．4


（浦和） （大井）

610 アルノルフィーニ 牡3鹿 56 西田雄一郎�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 446＋121：24．11
 138．5�
46 タガノアザガル 牡3黒鹿56 内田 博幸八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444＋ 41：24．31
 14．1�
34 フジマサジャンボ 牡3青鹿56 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド 456＋ 81：24．4� 112．1
813 ペイシャオブロー 牡3鹿 57 柴山 雄一北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 490－ 41：24．61� 28．0�
814� エムザックサンダー 牡3鹿 56 吉原 寛人寺西 正彰氏 立花 伸 新冠 アサヒ牧場 B438＋ 21：24．91� 243．7�

（大井） （川崎）

45 クリノダイスーシー 牡3鹿 56 F．ベリー 栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 厚賀古川牧場 500＋121：26．17 34．4�
（愛）

712 ゴールドペガサス 牡3鹿 56 武 豊 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 454－ 2 （競走中止） 15．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 53，236，200円 複勝： 70，450，900円 枠連： 36，803，300円
馬連： 162，806，900円 馬単： 81，896，400円 ワイド： 64，449，400円
3連複： 175，763，000円 3連単： 313，891，500円 計： 959，297，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 150円 � 160円 枠 連（1－5） 290円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 270円 �� 270円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 3，030円

票 数

単勝票数 計 532362 的中 � 190695（1番人気）
複勝票数 計 704509 的中 � 194706（1番人気）� 106908（2番人気）� 96677（3番人気）
枠連票数 計 368033 的中 （1－5） 95187（1番人気）
馬連票数 計1628069 的中 �� 203173（1番人気）
馬単票数 計 818964 的中 �� 65281（1番人気）
ワイド票数 計 644494 的中 �� 64426（1番人気）�� 64047（2番人気）�� 25559（8番人気）
3連複票数 計1757630 的中 ��� 118210（1番人気）
3連単票数 計3138915 的中 ��� 74859（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．6―12．0―11．7―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．9―35．5―47．5―59．2―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノラッシュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2014．7．12 福島1着

2012．3．29生 牡3鹿 母 キャッスルブラウン 母母 Hiroo Garden 5戦3勝 賞金 53，047，000円
〔騎手変更〕 ゴールドペガサス号の騎手G．ブノワは，負傷のため武豊に変更。
〔発走状況〕 ゴールドペガサス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 ゴールドペガサス号は，発走合図直後に発馬機内で激しく頭を下げ，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ゴールドペガサス号は，平成27年2月1日から平成27年3月2日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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。



03011 1月31日 晴 稍重 （27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55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

69 アズマシャトル 牡4鹿 55 F．ベリー 東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 504－ 22：00．8 4．5�
（愛）

712 エックスマーク 牡6鹿 56 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 494＋ 82：01．01	 5．2�

34 スーパームーン 牡6青鹿56 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514＋ 42：01．21 2．7�
46 ゼ ロ ス 牡6鹿 56 武 豊杉澤 光雄氏 石橋 守 日高 坂 牧場 500＋ 22：01．3
 16．0�
45 マイネグレヴィル 牝4鹿 53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 22：01．51� 23．1�
814 ペ ル ー サ 牡8栗 58 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B522－ 8 〃 クビ 19．4	
11 シゲルササグリ 牡6黒鹿56 吉田 豊森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 510－ 42：01．6	 24．4

58 クランモンタナ 牡6芦 57 横山 典弘 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B484－ 22：01．7	 7．3�
711 アロマカフェ 牡8黒鹿56 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 492＋102：01．8クビ 18．3
813 コアレスドラード 牡7栗 56 吉原 寛人小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 458－ 42：01．9	 101．4�

（川崎）

57 エバーブロッサム 牝5鹿 54 石橋 脩宇田 豊氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 478＋10 〃 クビ 56．0�
610 コスモオオゾラ 牡6鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 508－ 22：02．21
 43．6�
22 トップカミング �9黒鹿56 武士沢友治�コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 470＋ 62：02．3	 240．1�
33 タニノエポレット 牡8鹿 57 三浦 皇成谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 508＋ 22：03．57 36．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 89，639，000円 複勝： 126，875，900円 枠連： 69，627，100円
馬連： 338，042，500円 馬単： 157，470，600円 ワイド： 130，039，900円
3連複： 414，002，700円 3連単： 727，401，000円 計： 2，053，098，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 150円 � 120円 枠 連（6－7） 930円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 460円 �� 310円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 6，390円

票 数

単勝票数 計 896390 的中 � 158514（2番人気）
複勝票数 計1268759 的中 � 172858（3番人気）� 207308（2番人気）� 339319（1番人気）
枠連票数 計 696271 的中 （6－7） 57785（3番人気）
馬連票数 計3380425 的中 �� 197044（4番人気）
馬単票数 計1574706 的中 �� 53993（6番人気）
ワイド票数 計1300399 的中 �� 65434（4番人気）�� 108815（2番人気）�� 138485（1番人気）
3連複票数 計4140027 的中 ��� 280240（1番人気）
3連単票数 計7274010 的中 ��� 82481（9番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―11．8―11．8―12．0―12．2―12．1―11．5―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．6―36．4―48．2―1：00．2―1：12．4―1：24．5―1：36．0―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．3

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

勝馬の
紹 介

アズマシャトル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2013．11．9 京都1着

2011．4．5生 牡4鹿 母 ブレッシング 母母 ブラダマンテ 13戦3勝 賞金 92，582，000円
〔騎手変更〕 ペルーサ号の騎手G．ブノワは，負傷のため柴山雄一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アンコイルド号・トーセンマタコイヤ号・ヒラボクディープ号・フェスティヴタロー号
※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。

03012 1月31日 晴 不良 （27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25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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

24 プリサイスエース 牡4栗 56 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 504－ 61：23．9 6．5�
11 ノ ウ レ ッ ジ 牡5鹿 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋121：24．11� 4．0�
816 ベリートゥベリー 牡5鹿 57 田中 勝春北所 直人氏 高木 登 様似 髙村 伸一 472＋ 21：24．2	 9．2�
12 ヤマチョウフェア 牡7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 490－ 21：24．3
 16．8�
23 パッシングブリーズ 牡4鹿 56 杉原 誠人三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 488＋ 6 〃 クビ 15．6�
59 ワイルドコットン 牡4栗 56 F．ベリー 池谷 誠一氏 萩原 清 日高 下河辺牧場 502＋ 21：24．4
 4．5�

（愛）

714 ナモンレジェンド 牡4鹿 56
53 ▲井上 敏樹	南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 508－10 〃 ハナ 51．2


35 ラブリースター 牝6栃栗55 吉田 隼人長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 474－ 41：24．5クビ 99．5�
36 ダンディーレイ 牡5栗 57 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 490＋ 41：24．6	 6．6
47 モリトビャクミ 牡4芦 56 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 伊藤 敏明 492＋ 21：24．7
 13．3�
713 アルデグロリア 牝5栗 55 石橋 脩井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 492＋ 41：25．12
 23．9�
611 マ ン リ ー 牡5鹿 57 横山 典弘古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 520－ 21：25．52
 20．7�
510 リアライズクレア 牝6栗 55

52 ▲石川裕紀人工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 540－ 2 〃 クビ 191．8�

612 チョウテッパン 牡4栗 56 黛 弘人丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 500＋ 41：25．7	 114．1�
48 サウスセレクト 牡4栗 56

53 ▲伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 520－ 41：25．8
 24．0�
（15頭）

815 トウカイビジョン 牡5鹿 57 武 豊内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 494－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 58，409，700円 複勝： 87，617，700円 枠連： 54，850，000円
馬連： 150，144，900円 馬単： 65，453，400円 ワイド： 71，329，000円
3連複： 151，458，100円 3連単： 228，929，200円 計： 868，192，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 160円 � 260円 枠 連（1－2） 1，010円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，200円 �� 810円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 20，060円

票 数

単勝票数 差引計 584097（返還計101517） 的中 � 71319（3番人気）
複勝票数 差引計 876177（返還計121613） 的中 � 93418（4番人気）� 172267（1番人気）� 75718（5番人気）
枠連票数 差引計 548500（返還計 18341） 的中 （1－2） 42007（2番人気）
馬連票数 差引計1501449（返還計700240） 的中 �� 93282（2番人気）
馬単票数 差引計 654534（返還計292007） 的中 �� 20658（4番人気）
ワイド票数 差引計 713290（返還計233375） 的中 �� 33164（3番人気）�� 14691（11番人気）�� 22620（8番人気）
3連複票数 差引計1514581（返還計997467） 的中 ��� 24472（8番人気）
3連単票数 差引計2289292（返還計1594063） 的中 ��� 8270（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．3―47．6―59．6―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．3
3 1，2（8，12）（6，9）（7，10，11）4（5，14，16）13－3 4 1，2（6，7，8，12）（10，9）（4，5，14，11）（13，16）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プリサイスエース �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2013．10．13 東京1着

2011．2．2生 牡4栗 母 ム カ ラ フ ァ 母母 Courtroom Antics 12戦3勝 賞金 30，120，000円
〔競走除外〕 トウカイビジョン号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ノウレッジ号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アテーナーズブレス号
（非抽選馬） 6頭 オリアーナ号・ナスケンリュウジン号・ネイティヴコード号・フランチャイズ号・プロトコル号・

ペガサスジュニア号
※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。



（27東京1）第1日 1月31日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 179頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

221，690，000円
4，160，000円
8，660，000円
1，410，000円
20，150，000円
71，846，000円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
483，418，100円
778，957，700円
353，269，900円
1，344，355，800円
702，447，500円
607，947，500円
1，557，112，300円
2，577，951，700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 8，405，460，500円

総入場人員 19，927名 （有料入場人員 19，165名）
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