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03013 1月28日 曇 不良 （30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
1：16．1
1：16．1

重
重

611 キョウエイオビエド 牡3芦 56 北村 宏司田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 470－ 81：20．2 10．5�
47 オペラカイジン 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 468－ 21：20．52 4．3�
12 シセイタケル 牡3栗 56 吉田 隼人猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 466－101：20．7� 13．2�
24 ザ イ オ ン 牡3鹿 56 田辺 裕信小泉 修氏 相沢 郁 新ひだか 米田牧場 462－ 41：21．02 4．5�
23 アテンコール 牡3鹿 56 内田 博幸齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 452± 01：21．1クビ 33．8�
59 タイセイレーベン 牡3栗 56 柴田 善臣田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 森 政巳 522＋ 4 〃 クビ 19．3�
815 アスクヴェリウェル 牡3鹿 56 岩田 康誠廣崎利洋HD	 中舘 英二 新冠 川上牧場 450－ 2 〃 クビ 20．3

35 オリエンタルボーン 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 476＋ 81：21．31� 88．3�
36 エコロインパクト 牡3鹿 56 津村 明秀原村 正紀氏 鈴木 伸尋 浦河 金石牧場 B494＋161：21．61� 69．2�
713 ユ メ イ チ ズ 牡3栗 56 松岡 正海上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 480＋ 21：21．81� 2．7
816 テンポディヴァルス 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也�ターフ・スポート矢野 英一 新ひだか 高橋 義浩 444－ 41：21．9	 13．6�
510 コンノートヒューズ 牡3栗 56 戸崎 圭太浜野順之助氏 谷原 義明 新冠 石郷岡 雅樹 506＋281：22．11� 46．0�
612 ラッキーユー 牡3鹿 56 江田 照男岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム 460＋ 41：22．95 201．7�
48 エムオーセイコー 牡3栗 56 丹内 祐次大浅 貢氏 尾形 和幸 日高 湯浅 一夫 496＋101：23．22 527．8�
11 ミ ス ベ ル 牝3鹿 54 黛 弘人小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 三石川上牧場 414－ 61：23．3	 249．4�
714 プラチナウィーク 牡3栗 56 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 鎌田 正嗣 512＋301：24．04 223．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，617，800円 複勝： 49，168，100円 枠連： 17，038，200円
馬連： 70，558，400円 馬単： 32，151，600円 ワイド： 48，698，200円
3連複： 102，029，500円 3連単： 119，377，300円 計： 469，639，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 320円 � 210円 � 330円 枠 連（4－6） 4，000円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 2，030円 �� 970円

3 連 複 ��� 9，590円 3 連 単 ��� 56，200円

票 数

単勝票数 計 306178 的中 � 23248（4番人気）
複勝票数 計 491681 的中 � 38021（4番人気）� 70004（3番人気）� 36961（5番人気）
枠連票数 計 170382 的中 （4－6） 3299（18番人気）
馬連票数 計 705584 的中 �� 17379（11番人気）
馬単票数 計 321516 的中 �� 3785（25番人気）
ワイド票数 計 486982 的中 �� 12000（11番人気）�� 6028（24番人気）�� 13066（10番人気）
3連複票数 計1020295 的中 ��� 7976（29番人気）
3連単票数 計1193773 的中 ��� 1540（182番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．3―18．9―30．5―43．4―55．6―1：07．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイオビエド �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．12．28 中山5着

2015．4．28生 牡3芦 母 スマートウェーブ 母母 フロムファースト 2戦1勝 賞金 5，700，000円

03014 1月28日 曇 不良 （30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40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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

59 オータムヘイロー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�Basic 田島 俊明 新ひだか 見上牧場 436 ―1：27．3 20．8�
12 ラブリランテ 牝3鹿 54 柴田 善臣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 平取 船越 伸也 446 ―1：27．51� 3．6�
612 ウインメディウム 牝3栗 54 柴田 大知�ウイン 田中 剛 新冠 アラキフアーム 488 ―1：27．71� 8．7�
713 プリモアイズ 牝3鹿 54 武士沢友治会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 414 ―1：28．02 68．5�
47 アドバンスアゲン 牡3黒鹿56 江田 照男浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 466 ―1：28．1� 12．7�
510 ボーンスキルフル 牝3青鹿54 内田 博幸吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 460 ― 〃 ハナ 4．9	
816 ロトヴィンテージ 牡3青鹿56 村田 一誠國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 480 ― 〃 クビ 4．8

36 ペルランドール 牡3鹿 56 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 464 ―1：28．2� 6．7�
35 フ チ コ マ 牡3栗 56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 小島牧場 494 ―1：28．3クビ 30．1�
611 クレバーレディー 牝3栗 54 西村 太一増山 武志氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 460 ―1：29．25 159．4
24 スーパーヴュー 牝3黒鹿54 田中 勝春藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 404 ―1：29．83� 72．4�
48 コーラルフィーユ 牝3栗 54 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 三石川上牧場 438 ―1：30．11� 12．6�
714 フクノシャルトル 牡3黒鹿56 木幡 初広福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 456 ―1：30．41� 70．7�
23 ダイダラボッチ 牡3鹿 56 丹内 祐次江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 454 ―1：30．5� 104．6�
815 サンバッファロー 牝3青鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �加藤ステーブル 根本 康広 日高 北田 剛 450 ―1：31．77 156．9�
11 フランクオーシャン 牡3鹿 56 横山 和生�パニオロ 水野 貴広 新冠 上井農場 470 ―1：33．29 195．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，999，200円 複勝： 37，029，300円 枠連： 16，883，900円
馬連： 55，460，200円 馬単： 25，232，900円 ワイド： 35，154，000円
3連複： 72，068，800円 3連単： 84，458，900円 計： 353，287，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，080円 複 勝 � 450円 � 190円 � 300円 枠 連（1－5） 710円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 9，050円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 2，350円 �� 960円

3 連 複 ��� 12，060円 3 連 単 ��� 86，730円

票 数

単勝票数 計 269992 的中 � 10341（8番人気）
複勝票数 計 370293 的中 � 18309（8番人気）� 61286（1番人気）� 31202（6番人気）
枠連票数 計 168839 的中 （1－5） 18226（1番人気）
馬連票数 計 554602 的中 �� 10823（19番人気）
馬単票数 計 252329 的中 �� 2089（43番人気）
ワイド票数 計 351540 的中 �� 6816（19番人気）�� 3760（30番人気）�� 9650（12番人気）
3連複票数 計 720688 的中 ��� 4481（45番人気）
3連単票数 計 844589 的中 ��� 706（299番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．4―36．8―49．9―1：02．4―1：14．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オータムヘイロー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ダンシングブレーヴ 初出走

2015．4．7生 牝3黒鹿 母 ウインクセレネ 母母 リンネスプレンテイ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ロトヴィンテージ号の騎手村田一誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 アロングショット号・ウェディングフォト号・エボニーマーブル号・ガブリエル号・クールキャスト号・サエズリ号・

サムソンフォンテン号・サンホノルル号・ジョーマキアート号・スイングアリュール号・トゥーレ号・
ナムラファルネーゼ号・フォルテドンナ号・ホッコーエレノア号・マサノメーテル号・ロトヴィグラス号

第１回 東京競馬 第２日



03015 1月28日 曇 不良 （30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
1：33．8
1：33．3

重
良

611 ネ コ ワ シ 牡3鹿 56 柴田 大知桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 498－ 61：38．3 3．9�
23 フロリアヌス 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 454－ 41：38．51� 6．9�
510 トーホウフライト 牡3鹿 56 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 500± 0 〃 アタマ 10．9�
714 ヴ ィ ジ リ ア 牡3鹿 56 大野 拓弥�G1レーシング 田村 康仁 安平 追分ファーム 432－ 61：39．45 6．1�
36 グラデュエイト 牡3青鹿56 C．ルメール 阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 498＋ 81：39．5� 2．4�
47 ハタノレジーナ 牝3青鹿 54

51 ▲武藤 雅 	グッドラック・ファーム 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 444－ 61：39．71� 66．9


24 エ ナ グ リ ン 牡3栗 56
53 ▲野中悠太郎宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 476＋ 81：39．91� 339．7�

713 フロースヒルデ 牝3鹿 54 津村 明秀宮川 保氏 蛯名 利弘 日高 浦新 徳司 430± 0 〃 クビ 28．6�
12 シ モ ン ズ 牡3芦 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山口 忠彦 476－ 81：40．11 102．7
612 エリーエスパー 牝3鹿 54 江田 照男谷川 正純氏 本間 忍 新ひだか 城地牧場 470－ 81：40．31� 75．0�
35 リアルモンテ 牡3鹿 56 田辺 裕信伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 470－ 41：40．51� 14．3�
59 レッドチェイサー 牡3栗 56 内田 博幸 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B492＋121：40．6クビ 31．2�
815 ダイワウェッジ 牡3鹿 56 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 500＋101：41．02� 253．8�
48 カシノバイタル 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 杵臼斉藤牧場 446＋ 61：41．53 519．9�
11 カネトシダウティ 牡3鹿 56 松岡 正海兼松 昌男氏 松永 康利 新冠 武田 寛治 450± 01：43．09 230．6�
816 クロフネライコウ 牡3芦 56

55 ☆荻野 極村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 前川 正美 500＋ 21：43．53 154．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，502，300円 複勝： 47，314，700円 枠連： 16，878，000円
馬連： 72，042，300円 馬単： 36，403，500円 ワイド： 48，429，400円
3連複： 92，686，600円 3連単： 126，163，800円 計： 477，420，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 210円 � 220円 枠 連（2－6） 1，400円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 580円 �� 540円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 15，570円

票 数

単勝票数 計 375023 的中 � 75330（2番人気）
複勝票数 計 473147 的中 � 99213（1番人気）� 53453（4番人気）� 51155（5番人気）
枠連票数 計 168780 的中 （2－6） 9311（7番人気）
馬連票数 計 720423 的中 �� 35613（7番人気）
馬単票数 計 364035 的中 �� 9239（11番人気）
ワイド票数 計 484294 的中 �� 21828（8番人気）�� 23719（5番人気）�� 9667（16番人気）
3連複票数 計 926866 的中 ��� 18076（14番人気）
3連単票数 計1261638 的中 ��� 5874（49番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．1―12．2―12．4―12．1―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．2―48．4―1：00．8―1：12．9―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネ コ ワ シ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．11．25 東京7着

2015．3．8生 牡3鹿 母 ヤマノボンディール 母母 ロ ジ ー タ 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クロフネライコウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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。
（非抽選馬） 3頭 コハクノユメ号・シャイニードラード号・ダイヤモンドビーム号

03016 1月28日 曇 稍重 （30東京1）第2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

59 ダンシングチコ 牝3鹿 54 田辺 裕信石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 478± 01：36．5 1．4�
714 ラブリーアゲン 牝3黒鹿54 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 様似 富田 恭司 412 ― 〃 ハナ 33．1�
48 フ ル コ ス ト 牡3青鹿56 的場 勇人福田 光博氏 的場 均 新ひだか 及川 幸夫 442＋141：37．03 75．3�
11 ミッキーバード 牡3鹿 56 C．ルメール 野田みづき氏 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 504－ 81：37．1� 4．1�
611 ダ ジ ボ ー グ 牡3黒鹿56 津村 明秀髙瀬 真尚氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 434± 0 〃 アタマ 21．1�
815 マイネルビーラヴド 牡3栗 56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B470－ 41：37．31� 382．6	
24 ネンゲンボス 牡3鹿 56 吉田 隼人畔柳 年言氏 中川 公成 浦河 アイオイファーム 444± 01：37．72� 21．4

816 スピードウイング 牡3鹿 56 江田 照男池田 草龍氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 456－ 41：37．8クビ 95．0�
713 ランニングセンス 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也福田 光博氏 加藤 和宏 日高 白井牧場 472－ 61：38．01� 189．3�
612 ハガキノハナ 牝3黒鹿54 岩田 康誠本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新ひだか グランド牧場 406－ 21：38．1� 56．2
23 シ ガ ー ル 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 田中 清隆 新ひだか 藤沢牧場 474－ 61：38．31� 251．1�
12 トーホウディアーナ 牝3黒鹿54 丹内 祐次東豊物産� 古賀 史生 日高 オリオンファーム 444＋ 41：38．4� 20．8�
47 ア ス ナ タ ン 牝3黒鹿54 黛 弘人�野 智博氏 青木 孝文 新冠 イワミ牧場 466 ―1：38．61 140．2�
35 ココリモアナ 牝3鹿 54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 456 ― 〃 ハナ 15．8�
510 カプレーゼケーキ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅 �スピードファーム和田正一郎 浦河 岡本 昌市 436± 01：39．02� 192．5�
36 コスモジェネラル 牡3鹿 56 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新ひだか タイヘイ牧場 428－121：42．2大差 312．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，648，200円 複勝： 132，870，900円 枠連： 19，483，400円
馬連： 68，698，300円 馬単： 47，400，000円 ワイド： 49，297，800円
3連複： 97，686，500円 3連単： 180，477，900円 計： 635，563，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 520円 � 730円 枠 連（5－7） 1，940円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，090円 �� 15，480円

3 連 複 ��� 23，030円 3 連 単 ��� 59，960円

票 数

単勝票数 計 396482 的中 � 223692（1番人気）
複勝票数 計1328709 的中 � 1026646（1番人気）� 16589（7番人気）� 11169（9番人気）
枠連票数 計 194834 的中 （5－7） 7753（6番人気）
馬連票数 計 686983 的中 �� 26682（6番人気）
馬単票数 計 474000 的中 �� 16637（7番人気）
ワイド票数 計 492978 的中 �� 16874（7番人気）�� 11825（11番人気）�� 777（59番人気）
3連複票数 計 976865 的中 ��� 3180（45番人気）
3連単票数 計1804779 的中 ��� 2182（139番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―36．0―48．9―1：01．7―1：13．2―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F34．8
3 ・（2，6）（4，9）12（3，11，15）（1，13，16）（8，14）（5，7，10） 4 2，6（4，9）（12，15）（3，11）（1，13，16）－（8，14）（7，10）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンシングチコ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Moscow Ballet デビュー 2017．6．11 東京2着

2015．3．30生 牝3鹿 母 ダンシングエディ 母母 Duchess of Ack 4戦1勝 賞金 11，100，000円
〔その他〕 ミッキーバード号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモジェネラル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月28日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ミッキーバード号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年2月28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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サニージューク号
（非抽選馬） 2頭 ウスベニノキミ号・プローシブル号



03017 1月28日 曇 良 （30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
1：43．9

良
良

816 フィエールマン 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488 ―1：51．3 1．7�
510 サンライズシェル 牝3芦 54 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482 ― 〃 クビ 8．0�
47 パストゥレイユ 牝3黒鹿54 江田 照男 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム 442 ―1：51．4クビ 34．4�
35 パンコミード 牡3黒鹿56 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 520 ― 〃 クビ 3．6�
23 セ ル ゲ イ 牡3芦 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 498 ―1：51．82� 6．6	
36 アートシュアリー 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎森山 進氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 410 ―1：51．9� 51．7

713 イルーシヴゴールド 牝3芦 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 480 ―1：52．11� 18．4�
59 セクシイストリー 牝3鹿 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 490 ― 〃 アタマ 245．6�
11 ミスターオーネット 牡3栗 56 横山 和生醍醐 伸之氏 小野 次郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438 ― 〃 クビ 396．4
24 グッドトゥヒアー 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 山際 智 422 ― 〃 アタマ 165．3�
12 ブラックマティーニ 牡3鹿 56 大野 拓弥黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 460 ―1：52．31� 150．8�
815 フォルミダーブル �3栗 56

55 ☆木幡 初也井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 500 ― 〃 ハナ 98．5�
48 クラウンジャミール 牡3栗 56 柴田 善臣矢野まり子氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 444 ― 〃 ハナ 287．1�
611 バトルハクオウ 牡3芦 56 柴田 大知宮川 秋信氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 446 ―1：52．4� 141．8�
714 マイネルアルル 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 456 ―1：53．35 383．4�
612 ネオンブルー 牡3鹿 56 津村 明秀山口功一郎氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 508 ―1：53．51� 243．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，184，000円 複勝： 52，106，300円 枠連： 18，121，800円
馬連： 72，857，100円 馬単： 42，445，800円 ワイド： 47，295，500円
3連複： 90，344，300円 3連単： 147，673，900円 計： 528，028，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 210円 � 470円 枠 連（5－8） 940円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，210円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 6，200円 3 連 単 ��� 15，220円

票 数

単勝票数 計 571840 的中 � 254299（1番人気）
複勝票数 計 521063 的中 � 166200（1番人気）� 55449（4番人気）� 19012（6番人気）
枠連票数 計 181218 的中 （5－8） 14796（4番人気）
馬連票数 計 728571 的中 �� 50869（4番人気）
馬単票数 計 424458 的中 �� 23878（4番人気）
ワイド票数 計 472955 的中 �� 27177（4番人気）�� 9803（11番人気）�� 4332（18番人気）
3連複票数 計 903443 的中 ��� 10923（17番人気）
3連単票数 計1476739 的中 ��� 7030（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．4―50．9―1：04．1―1：16．9―1：28．4―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．4

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

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

勝馬の
紹 介

フィエールマン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Green Tune 初出走

2015．1．20生 牡3鹿 母 リュヌドール 母母 Luth D’Or 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 フィエールマン号の騎手石橋脩は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 グロンディオーズ号・サトノシリウス号・シセイヒテン号・シャンボールナイト号・スクリプティド号・

ダノンアモーレ号・ティーアウリイ号・ディープインラヴ号・トイトイブルース号・ノーブルカリス号・
バーキンブライアン号・ヘヴンアースマン号・ミヤコノオージ号・ライラックカラー号・ロワセレスト号

03018 1月28日 曇 重 （30東京1）第2日 第6競走 ��
��2，100�サラブレッド系4歳以上

発走13時05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
2：06．7
2：05．9

良
良

58 � キ ン グ リ オ 牡6鹿 57 大野 拓弥窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 516＋162：11．9 11．5�
712 グランドバローズ 	5鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 472＋ 8 〃 クビ 23．4�
11 フ ラ ン ド ル 	5鹿 57 戸崎 圭太寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480－ 62：12．0クビ 2．6�
35 プ エ ル ト 	6鹿 57 内田 博幸池谷 誠一氏 大竹 正博 洞
湖 レイクヴィラファーム B536＋ 22：12．21 11．3�
814� ドラゴンイモン 牡5黒鹿57 二本柳 壮井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 490± 02：12．41� 220．1�
815 オ ー ル デ ン 牡4鹿 56

53 ▲野中悠太郎金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 456＋142：12．71� 6．9�
611 アドマイヤガスト 牡6鹿 57 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 536＋ 42：12．91� 14．9	
713� レオクイック 牡6鹿 57 岩部 純二坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 田中スタッド 464－ 42：13．53 388．2

610 エグランティエ 牝6栗 55

52 ▲武藤 雅�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 442± 02：14．03 153．9�
23 パガットケーブ 牡4青鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 516－ 22：14．42 2．7
47 トーホウデサント 牡5鹿 57 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 496－ 22：14．5 345．5�
59 ファンヴィー 牡4栗 56 江田 照男猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B498－162：15．13 107．1�
22 ワンショットキラー 牡5青鹿57 北村 宏司外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 クビ 30．0�
34 � フレンドリトル 牡5芦 57 丹内 祐次戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 448＋ 22：15．41� 502．3�
46 マサキノテソーロ 牡4栗 56 吉田 隼人了德寺健二氏 高木 登 新冠 山岡牧場 512－ 42：20．9大差 52．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，074，000円 複勝： 49，535，900円 枠連： 18，079，300円
馬連： 92，069，500円 馬単： 41，729，600円 ワイド： 55，110，400円
3連複： 114，553，900円 3連単： 162，626，000円 計： 575，778，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 240円 � 460円 � 140円 枠 連（5－7） 7，480円

馬 連 �� 11，470円 馬 単 �� 23，710円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 460円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 7，140円 3 連 単 ��� 92，610円

票 数

単勝票数 計 420740 的中 � 29192（5番人気）
複勝票数 計 495359 的中 � 49040（4番人気）� 20976（7番人気）� 119512（1番人気）
枠連票数 計 180793 的中 （5－7） 1872（22番人気）
馬連票数 計 920695 的中 �� 6217（25番人気）
馬単票数 計 417296 的中 �� 1320（53番人気）
ワイド票数 計 551104 的中 �� 5217（24番人気）�� 33217（2番人気）�� 10202（16番人気）
3連複票数 計1145539 的中 ��� 12017（22番人気）
3連単票数 計1626260 的中 ��� 1273（253番人気）

ハロンタイム 7．3―11．2―12．1―12．3―12．8―13．1―13．0―12．7―12．0―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．5―30．6―42．9―55．7―1：08．8―1：21．8―1：34．5―1：46．5―1：59．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�キ ン グ リ オ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Congrats

2012．4．26生 牡6鹿 母 ウィキッドリーパーフェクト 母母 Wickedly Wise 22戦1勝 賞金 22，400，000円
初出走 JRA

〔その他〕 マサキノテソーロ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



03019 1月28日 曇 重 （30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35分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：33．8
1：33．3

重
良

816 アームズレングス 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �いとはんホール
ディングス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 492－ 21：37．4 3．7�

48 ピアノイッチョウ 牝4黒鹿54 田辺 裕信小林 祥晃氏 尾形 充弘 浦河 中神牧場 534＋ 21：37．61� 5．7�
59 アルスフェルト 牝5黒鹿55 大野 拓弥�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 01：38．02� 17．1�
611 ヤマイチジャスティ 牝5鹿 55 田中 勝春菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 476－101：38．32 17．2�
35 ボールドアテンプト 牝5黒鹿 55

54 ☆木幡 初也�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 2 〃 アタマ 26．3	

11 セイントヘレナ 牝4鹿 54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B498＋ 81：38．4� 127．1


612 サンウィノナ 牝6鹿 55 武士沢友治 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 シンボリ牧場 B480± 01：38．61� 235．0�
714 ジュブリーユ 牝4芦 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 494＋ 81：38．91� 10．0�
36 	 セレニティフレア 牝4栗 54 横山 和生島川 哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 454＋10 〃 クビ 271．6�
510	 オ ヒ ナ サ マ 牝4栗 54 岩田 康誠 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 小野瀬 竜馬 486－ 21：39．0クビ 52．1�
815	 マジカルウインド 牝5黒鹿55 津村 明秀村野 康司氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 474＋ 61：39．1� 206．4�
23 	 ラレッサングル 牝5鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 464＋101：39．2クビ 2．1�
713	 プレミアムゲーム 牝4黒鹿54 北村 宏司山口 正行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石橋本牧場 504＋ 21：40．05 281．0�
24 オヒアレフア 牝5青鹿 55

52 ▲武藤 雅�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 B440－ 41：40．53 267．8�
47 ウインポプリ 牝4鹿 54 松岡 正海�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 454± 01：41．77 108．1�
12 	 ビ ー レ デ ィ 牝4鹿 54 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 
川フアーム 478－181：41．8� 31．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，925，900円 複勝： 58，937，600円 枠連： 20，971，700円
馬連： 105，583，900円 馬単： 49，941，700円 ワイド： 58，942，300円
3連複： 123，934，100円 3連単： 179，108，700円 計： 642，345，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 190円 � 290円 枠 連（4－8） 1，070円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，140円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 5，370円 3 連 単 ��� 21，030円

票 数

単勝票数 計 449259 的中 � 95193（2番人気）
複勝票数 計 589376 的中 � 86891（2番人気）� 83578（3番人気）� 45862（5番人気）
枠連票数 計 209717 的中 （4－8） 15160（4番人気）
馬連票数 計1055839 的中 �� 74037（4番人気）
馬単票数 計 499417 的中 �� 18471（6番人気）
ワイド票数 計 589423 的中 �� 28291（4番人気）�� 12931（14番人気）�� 14207（11番人気）
3連複票数 計1239341 的中 ��� 17279（17番人気）
3連単票数 計1791087 的中 ��� 6173（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―36．2―48．9―1：02．0―1：14．1―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アームズレングス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2016．8．13 新潟1着

2013．3．31生 牝5鹿 母 ノットユアビジネス 母母 ニフティディード 6戦3勝 賞金 21，650，000円
※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 エバーパッション号・オンザフロウ号・ショーカノン号・ルクレツィア号

03020 1月28日 晴 重 （30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05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

47 アフターバーナー �4鹿 56 田辺 裕信 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 B510－ 61：23．2 5．5�

611 ワンダープラヤアン 牡4栗 56 北村 宏司山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 482－ 41：23．3� 17．7�
816 ブロードアリュール 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：23．51� 1．8�
48 アシャカセルクル 牡4黒鹿56 吉田 隼人吉冨 学氏 小笠 倫弘 日高 豊洋牧場 522＋121：23．6	 59．6�
24 リベルタンゴ 牝6栗 55

52 ▲武藤 雅 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 542＋ 6 〃 ハナ 52．7�
12 ハ シ カ ミ 牡5青鹿57 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 480＋10 〃 ハナ 47．8	
35 フクノグリュック 牡6鹿 57 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 512－ 61：23．7	 103．0

612 シーリーヴェール 牡7青鹿 57

56 ☆荻野 極 �社台レースホース杉山 晴紀 安平 追分ファーム B488－ 6 〃 同着 17．9�
713 ローレルジャック 牡5黒鹿57 松岡 正海 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 490＋ 2 〃 ハナ 5．6
714
 ロマンホープ 牡6黒鹿57 柴田 善臣菅 實氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 474± 0 〃 アタマ 481．9�
815 コスモラヴモア 牡7鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 506＋ 21：25．29 190．2�
510 ワシントンレガシー 牝4芦 54 福永 祐一吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム B464－ 4 〃 クビ 8．4�
59 ホ ノ カ 牝4鹿 54 内田 博幸�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 41：25．41� 54．8�
11 オーバースペック 牡4青鹿56 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 500＋ 41：25．5クビ 96．3�
36 リアンヴェリテ 牡4鹿 56 大野 拓弥加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 41：25．71	 74．0�
23 ブラヴォバンビーノ 牡4鹿 56 江田 照男 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム B476－141：26．12	 230．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，155，600円 複勝： 79，605，300円 枠連： 28，042，400円
馬連： 120，026，400円 馬単： 63，701，000円 ワイド： 75，777，400円
3連複： 154，385，500円 3連単： 251，360，800円 計： 832，054，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 160円 � 380円 � 110円 枠 連（4－6） 1，720円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 6，260円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 280円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 25，030円

票 数

単勝票数 計 591556 的中 � 85385（2番人気）
複勝票数 計 796053 的中 � 113944（2番人気）� 31979（6番人気）� 288466（1番人気）
枠連票数 計 280424 的中 （4－6） 12608（7番人気）
馬連票数 計1200264 的中 �� 23257（13番人気）
馬単票数 計 637010 的中 �� 7624（21番人気）
ワイド票数 計 757774 的中 �� 15929（12番人気）�� 80795（1番人気）�� 21123（9番人気）
3連複票数 計1543855 的中 ��� 41449（7番人気）
3連単票数 計2513608 的中 ��� 7278（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―46．9―58．9―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アフターバーナー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2016．6．18 東京2着

2014．5．2生 �4鹿 母 フ ァ ダ ラ ン 母母 Danseur Fabuleux 14戦3勝 賞金 37，389，000円
〔制裁〕 ローレルジャック号の騎手松岡正海は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔その他〕 リベルタンゴ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 リベルタンゴ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年2月28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。
（非当選馬） 1頭 トロピカルスパート号



03021 1月28日 晴 良 （30東京1）第2日 第9競走 ��
��1，800�セントポーリア賞

発走14時35分 （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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

44 � ハッピーグリン 牡3栗 56 大野 拓弥会田 裕一氏 田中 淳司 千歳 社台ファーム 462－ 61：49．8 10．1�
（北海道）

812 リビーリング 牡3鹿 56 戸崎 圭太�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 500＋ 21：50．01� 3．7�
11 プロトスター 牡3栗 56 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 482± 01：50．21	 13．3�
68 ダークナイトムーン 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 21：50．3	 2．7�
67 トキノパイレーツ 牡3鹿 56 津村 明秀田中 準市氏 相沢 郁 新冠 川上牧場 450＋ 2 〃 ハナ 94．6	
56 エピックスター 牡3鹿 56 柴田 善臣子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 454± 01：50．51� 17．8

22 ヴィオトポス 牝3青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 61：50．71� 114．9�
710 ローザフェリーチェ 牝3青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 〃 クビ 5．0�
55 ウォルビスベイ 牡3黒鹿56 石橋 脩 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448－ 61：50．8クビ 7．3
33 スワーヴエドワード 牡3鹿 56 北村 宏司�NICKS 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 ハナ 64．2�
811 バトルガラクシア 牝3鹿 54 荻野 極宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 472－ 21：50．9
 134．0�
79 タイプムーン 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 468± 01：51．0	 140．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 73，751，700円 複勝： 80，180，300円 枠連： 26，694，500円
馬連： 150，340，400円 馬単： 72，175，800円 ワイド： 79，870，800円
3連複： 180，146，900円 3連単： 311，193，500円 計： 974，353，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 270円 � 180円 � 280円 枠 連（4－8） 2，600円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，240円 �� 910円

3 連 複 ��� 6，260円 3 連 単 ��� 39，500円

票 数

単勝票数 計 737517 的中 � 57968（5番人気）
複勝票数 計 801803 的中 � 72183（5番人気）� 129377（2番人気）� 69180（6番人気）
枠連票数 計 266945 的中 （4－8） 7946（12番人気）
馬連票数 計1503404 的中 �� 51358（10番人気）
馬単票数 計 721758 的中 �� 10306（23番人気）
ワイド票数 計 798708 的中 �� 24678（11番人気）�� 16278（16番人気）�� 22702（12番人気）
3連複票数 計1801469 的中 ��� 21578（24番人気）
3連単票数 計3111935 的中 ��� 5711（145番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．2―37．8―50．5―1：03．1―1：15．9―1：27．2―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F33．9

3 8，9（5，11，12）7（1，3）2，4－10－6
2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ハッピーグリン �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン （3戦1勝 賞金 18，361，000円）

2015．3．6生 牡3栗 母 レディセラヴィ 母母 レディセラフィム
〔発走状況〕 ハッピーグリン号は，枠入り不良。

03022 1月28日 晴 良 （30東京1）第2日 第10競走 ��
��2，400�

そうしゅん

早春ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，29．1．28以降30．1．21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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
2：22．1
2：22．1

良
良

79 チェスナットコート 牡4栗 54 蛯名 正義窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 456－ 22：27．0 4．8�
11 マイネルヴンシュ 牡4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 22：27．1� 6．3�
810 エクセレントミスズ 牡5鹿 54 内田 博幸永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 462＋ 62：27．2� 23．3�
811 ホウオウドリーム 牡4鹿 55 戸崎 圭太小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 498＋10 〃 アタマ 2．7�
22 ポポカテペトル 牡4芦 56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋ 82：27．3クビ 3．7�
55 グランドサッシュ 牡7黒鹿55 津村 明秀 	シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 22：27．51	 14．2

33 ネイチャーレット 牡5鹿 55 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 470－ 22：27．71� 9．8�
44 
 フレンドスイート 牝7鹿 50 江田 照男横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 476± 02：28．33� 54．2�
67 トレジャーマップ 牡7鹿 53 松岡 正海小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 454＋12 〃 ハナ 37．6
78 
 ヴィーナスアロー 牝4青鹿51 武藤 雅村山 忠弘氏 根本 康広 浦河 市川フアーム 420－ 12：29．36 292．3�

（10頭）
66 ワールドレーヴ 牡8黒鹿54 北村 宏司嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 63，213，700円 複勝： 79，502，000円 枠連： 27，342，300円
馬連： 173，217，900円 馬単： 76，410，200円 ワイド： 79，870，500円
3連複： 194，633，900円 3連単： 335，215，800円 計： 1，029，406，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 200円 � 440円 枠 連（1－7） 1，270円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，560円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 32，630円

票 数

単勝票数 計 632137 的中 � 103558（3番人気）
複勝票数 計 795020 的中 � 128524（3番人気）� 107639（4番人気）� 38110（7番人気）
枠連票数 計 273423 的中 （1－7） 16608（5番人気）
馬連票数 計1732179 的中 �� 103233（6番人気）
馬単票数 計 764102 的中 �� 22320（13番人気）
ワイド票数 計 798705 的中 �� 42436（7番人気）�� 12716（20番人気）�� 13672（19番人気）
3連複票数 計1946339 的中 ��� 18514（30番人気）
3連単票数 計3352158 的中 ��� 7447（129番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．8―12．8―12．3―12．5―12．8―12．5―12．2―11．3―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．3―37．1―49．9―1：02．2―1：14．7―1：27．5―1：40．0―1：52．2―2：03．5―2：15．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8
1
3
4－2－（1，5）（10，7）－3－9（8，11）
4－2，5，1（10，7）3－（8，9）11

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

勝馬の
紹 介

チェスナットコート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．11．27 京都5着

2014．5．8生 牡4栗 母 ホワイトヴェール 母母 ネ ガ ノ 14戦4勝 賞金 70，046，000円
〔出走取消〕 ワールドレーヴ号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。

２レース目



03023 1月28日 晴 重 （30東京1）第2日 第11競走 ��
��1，400�第32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，29．1．28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，29．1．27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 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

814 ノンコノユメ �6栃栗58 内田 博幸山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456＋101：21．5レコード 10．5�
58 サンライズノヴァ 牡4栗 56 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 532± 0 〃 ハナ 3．0�
46 カフジテイク 牡6青鹿57 福永 祐一加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 498＋101：21．92	 3．9�
34 マッチレスヒーロー 牡7栗 56 吉田 隼人�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B488＋ 21：22．0
 78．7�
712� ブルドッグボス 牡6鹿 57 岩田 康誠 Him Rock Racing 小久保 智 浦河 �川 啓一 522± 01：22．42	 8．3�

（浦和）

57 キングズガード 牡7鹿 57 藤岡 佑介�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 476＋ 41：22．61 6．0	
69 モンドクラッセ 牡7鹿 56 柴田 大知�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 532＋ 41：22．7クビ 73．2

33 ブラゾンドゥリス 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 522＋101：23．02 38．4�
711� ラブバレット 牡7鹿 56 松岡 正海内山 一郎氏 菅原 勲 浦河 津島 優治 480＋ 11：23．21 84．2

（岩手）

45 ノ ボ バ カ ラ 牡6栗 56 北村 宏司�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 518＋ 6 〃 クビ 34．8�
11 イーデンホール 牡6栗 56 田辺 裕信�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 500－ 41：23．83	 126．3�
22 アキトクレッセント 牡6鹿 56 荻野 極岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 41：24．54 6．2�
610 サイタスリーレッド 牡5鹿 57 石橋 脩西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム B480－ 21：24．81
 37．3�

（13頭）
813� ベストウォーリア 牡8栗 58 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Buck Pond

Farm, Inc ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 231，357，900円 複勝： 318，870，200円 枠連： 144，462，600円 馬連： 779，331，000円 馬単： 303，912，900円
ワイド： 376，534，700円 3連複： 1，204，122，500円 3連単： 1，901，305，600円 5重勝： 656，692，000円 計： 5，916，589，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 270円 � 140円 � 160円 枠 連（5－8） 1，520円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 780円 �� 840円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 20，200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����� 1，747，840円

票 数

単勝票数 差引計2313579（返還計 232） 的中 � 175026（6番人気）
複勝票数 差引計3188702（返還計 105） 的中 � 232893（6番人気）� 687664（1番人気）� 533561（2番人気）
枠連票数 差引計1444626（返還計 9 ） 的中 （5－8） 73562（6番人気）
馬連票数 差引計7793310（返還計 1647） 的中 �� 300090（9番人気）
馬単票数 差引計3039129（返還計 618） 的中 �� 44853（19番人気）
ワイド票数 差引計3765347（返還計 561） 的中 �� 118058（10番人気）�� 108924（12番人気）�� 323027（1番人気）
3連複票数 差引計12041225（返還計 3918） 的中 ��� 355005（6番人気）
3連単票数 差引計19013056（返還計 7079） 的中 ��� 68234（61番人気）
5重勝票数 差引計6566920（返還計 0 ） 的中 ����� 263

ハロンタイム 12．3―10．6―11．0―11．8―12．1―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―33．9―45．7―57．8―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノンコノユメ �
�
父 トワイニング �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．11．23 東京1着

2012．3．28生 �6栃栗 母 ノ ン コ 母母 レディータイクーン 15戦6勝 賞金 234，209，000円
［他本会外：5戦1勝］

〔出走取消〕 ベストウォーリア号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりノンコノユメ号は，フェブラリーステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

03024 1月28日 晴 良 （30東京1）第2日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時25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 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
1：44．2
1：43．9

良
良

77 サーブルオール 牡5鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：46．9 1．9�
33 ダノンキングダム 牡4栗 56 福永 祐一�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486± 01：47．11� 3．8�
22 メイショウテンシャ 牡4芦 56 戸崎 圭太松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 464－ 81：47．73� 7．2�
44 キミノナハセンター 	7鹿 57

54 ▲武藤 雅山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 490± 01：47．8クビ 14．6�
66 ローリングタワー 牡4黒鹿56 柴田 善臣本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 444－ 2 〃 クビ 114．3	
55 マイネルユニブラン 牡4黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 528± 01：48．01 17．2

88 ベストドリーム 牡7鹿 57 津村 明秀堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 482－ 21：48．63� 27．0�
11 ブ リ ラ ー レ 牡4栗 56 田辺 裕信早野 誠氏 斉藤 崇史 洞
湖 レイクヴィラファーム 480＋241：48．7� 7．0�
89 アグネスフォルテ 牡5栗 57 松岡 正海畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富田牧場 446＋ 61：48．91 49．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 109，822，500円 複勝： 116，068，900円 枠連： 40，419，500円
馬連： 208，093，800円 馬単： 130，925，000円 ワイド： 119，922，000円
3連複： 250，768，900円 3連単： 690，309，200円 計： 1，666，329，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（3－7） 300円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 170円 �� 290円 �� 340円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 1，650円

票 数

単勝票数 計1098225 的中 � 454200（1番人気）
複勝票数 計1160689 的中 � 476561（1番人気）� 202228（2番人気）� 112746（3番人気）
枠連票数 計 404195 的中 （3－7） 103379（1番人気）
馬連票数 計2080938 的中 �� 519724（1番人気）
馬単票数 計1309250 的中 �� 217867（1番人気）
ワイド票数 計1199220 的中 �� 220789（1番人気）�� 95166（3番人気）�� 77710（4番人気）
3連複票数 計2507689 的中 ��� 277681（2番人気）
3連単票数 計6903092 的中 ��� 301669（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―35．6―47．4―59．5―1：11．7―1：23．4―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

サーブルオール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2015．12．6 中山1着

2013．3．14生 牡5鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク 10戦4勝 賞金 55，731，000円
〔発走状況〕 キミノナハセンター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 キミノナハセンター号は，発走調教再審査。

５レース目



（30東京1）第2日 1月28日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 171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
厩務員出走奨励金

245，470，000円
10，350，000円
21，390，000円
1，480，000円
29，050，000円
68，709，500円
4，667，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
816，252，800円
1，101，189，500円
394，417，600円
1，968，279，200円
922，430，000円
1，074，903，000円
2，677，361，400円
4，489，271，400円
656，692，000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 14，100，796，900円

総入場人員 27，570名 （有料入場人員 26，209名）
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