
０３００１ １月２７日 晴 良 （１９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００分 （ダート・左）

�，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

８１６� ラオムフェーレ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４６４－ ４１：２７．１ ５．４�

６１１� ゴールドエンジェル 牝３芦 ５４ 江田 照男�協栄 中島 敏文 様似 猿倉牧場 ４５６－ ４１：２７．３１� ２２．４�
５９ � プライドイズハート 牡３鹿 ５６ 松岡 正海三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ５００－ ８１：２７．６１� ８．６�
１１ �� ヤエノアカハチ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 B４５０－ ８ 〃 ハナ ３．４�
３６ � コスモリバイアサン 牡３青鹿５６ C．ルメール �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 様似 様似共栄牧場 ５１０± ０１：２７．９２ ２．３�

（仏）

７１４� コ ス モ ト ノ 牡３鹿 ５６ 田中 剛 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 門別 厚賀古川牧場 ４７２－ ４１：２８．１１� ２４．４	
５１０� ニーマルクイック 牡３栗 ５６ 石神 深一板橋 秋氏 田村 康仁 門別 野島牧場 ５１４＋ ８１：２８．４２ ２１５．５

１２ �� コスモファルバラン 牡３鹿 ５６

５５ ☆吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 秋山 雅一 三石 坂本牧場 ４６６－ ４１：２８．５� ４４．９�
２３ � チアズベジータ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義北村キヨ子氏 清水 英克 鵡川 木下 勉 B４６２＋ ４ 〃 ハナ ４２．５�
６１２� クリーンクルー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春石橋 和夫氏 蛯名 信広 鵡川 桑原牧場 ５００－ ２１：２８．９２� ４０．７
２４ � ス ル フ ァ ー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘山上 和良氏 柴崎 勇 浦河 岡本 昌市 ５００＋ ８１：３０．０７ １９．２�
４８ � サークルゲーム 牡３黒鹿５６ 北村 宏司上野 武氏 成島 英春 静内 グランド牧場 ４４２± ０１：３０．１クビ ４１２．７�
７１３� スガノグローリアス 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一菅原光太郎氏 松永 勇 三石 沖田 哲夫 ４６２± ０１：３１．２７ ３６７．２�
３５ �� ストーンサンデー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 M・K・Kクラブ組合 南田美知雄 青森 村上 幹夫 ４５６＋１６１：３２．５８ ３５２．３�
８１５�� スズシルクロード 牡３鹿

５６
５５ ☆津村 明秀小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８± ０１：３２．６� ４４５．６�
４７ � スガノクリスタル 牝３栗 ５４

５１ ▲黛 弘人菅原光太郎氏 大和田 稔 浦河 バンダム牧場 ４４８＋ ６１：３３．０２� ４３４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８４７，２００円 複勝： ２６，４４２，１００円 枠連： ２４，８６７，５００円

普通馬連： ８５，６２５，４００円 馬単： ７５，６０４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３９２，６００円

３連複： １０４，７６４，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３６２，５４４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２１０円 � ６５０円 � ２８０円 枠 連（６－８） ３，７７０円

普通馬連 �� ５，１８０円 馬 単 �� １０，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５３０円 �� ８３０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� １３，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９８４７２ 的中 � ２９４６１（３番人気）
複勝票数 計 ２６４４２１ 的中 � ３８２３６（３番人気）� ９０４０（７番人気）� ２６０８８（４番人気）
枠連票数 計 ２４８６７５ 的中 （６－８） ４８６８（１３番人気）
普通馬連票数 計 ８５６２５４ 的中 �� １２２１３（１８番人気）
馬単票数 計 ７５６０４６ 的中 �� ５４１３（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３９２６ 的中 �� ４０５０（１５番人気）�� ７７９４（６番人気）�� ３０６４（２１番人気）
３連複票数 計１０４７６４６ 的中 ��� ５７４３（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．８―３５．７―４８．１―１：００．４―１：１３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラオムフェーレ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ホスピタリテイ デビュー ２００６．６．２５ 福島１１着

２００４．２．２４生 牡３栗 母 マルサンミッキー 母母 マルサンホマレ ６戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔騎手変更〕 コスモリバイアサン号の騎手内田博幸は，病気のためC．ルメールに変更。
〔その他〕 ストーンサンデー号は，３コーナー通過後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズシルクロード号は，平成１９年２月２７日まで平地競走に出走できない。

スガノクリスタル号は，平成１９年４月２７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 スマートフラッシュ号・マイセンシチー号・リッシンボス号
※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２７日 晴 良 （１９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３０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

５９ ティンバーセブン 牡３栗 ５６ 吉田 豊三宅 正義氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ５１６－１０２：１５．３ ２８．１�

４８ � ア キ レ ス 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹神林 幸一氏 小西 一男 静内 松田 三千雄 ４９０－ ６２：１７．２大差 １６．４�
６１２� トウショウサウンド 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７０－ ４２：１７．６２� ５４．１�
８１６ ブラックジュニア 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一林 義彦氏 秋山 雅一 浦河 辻 牧場 B５２２－ ２２：１７．７クビ １７３．３�
７１３� セイウングレイシー 牡３黒鹿５６ 村田 一誠西山 茂行氏 尾形 充弘 英 T. R. Lock and

R. Gibbons B４６２＋ ２２：１７．９１� ２８．０�
８１５�	 アポロバンチョウ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海アポロサラブレッドクラブ 佐藤 吉勝 平取 清水牧場 ４９８＋ ４２：１８．０
 ６８．６�
３５ オンワードアリーテ 牝３鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀�オンワード牧場 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４６４± ０２：１８．３１
 ７１６．２	
６１１ モリノカントリー 牡３黒鹿５６ 木幡 初広森田 一夫氏 大和田 稔 門別 川島 貞二 ５１０＋ ８２：１８．５１� １２８．３

５１０	 トップオブボス 牡３栗 ５６ 柴田 善臣横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ４９０－ ４２：１８．９２� ５６．０�
４７ � ノボスコーピオ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�LS.M 柴田 政人 門別 ファニーフレンズファーム ４８０－１０２：１９．２１
 ４５．３�
１２ 	 ブルーメンリッター 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝山上 和良氏 菊川 正達 門別 ナカノファーム B５１４－ ６ 〃 クビ ５．９
１１ ドキュメント 牡３栗 ５６ 穂苅 寿彦 �スピードファーム 和田 正道 三石 坂井 高春 ４９２＋ ２２：１９．９４ １２２．３�
３６ 	 ラストアラシ 牡３黒鹿５６ 江田 照男吉田 昭一氏 加賀 武見 浦河 宮村牧場 ４３８－ ４２：２３．０大差 ４３０．１�
７１４� ゴールドリーヴァ 牡３栗 ５６

５３ ▲佐藤 聖也伊藤 元庸氏 岩戸 孝樹 三石 久米 和夫 B４８４＋ ４ （競走中止） ５１．３�
２３ � アロハスタイル 牡３黒鹿５６ O．ペリエ 吉澤 克己氏 堀 宣行 米 Helen K. Groves

Revocable Trust ５０４＋ ２ （競走中止） ４．５�
（仏）

２４ クリフバニヤン 牡３鹿 ５６ 武 豊津村 靖志氏 河野 通文 新冠 松浦牧場 ５０６－ ２ （競走中止） １．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，８１１，１００円 複勝： ２５，６２８，５００円 枠連： ２９，３０５，１００円

普通馬連： ８４，７２９，９００円 馬単： ９５，３４７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５４４，４００円

３連複： １１４，２８３，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４０１，６４９，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２，８１０円 複 勝 � ５６０円 � ４９０円 � ９５０円 枠 連（４－５） ５，４９０円

普通馬連 �� １２，７８０円 馬 単 �� ３１，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８７０円 �� ４，７９０円 �� ５，１００円

３ 連 複 ��� ８１，９７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５８１１１ 的中 � ７２５７（６番人気）
複勝票数 計 ２５６２８５ 的中 � １２２４５（５番人気）� １４２５５（４番人気）� ６７５９（９番人気）
枠連票数 計 ２９３０５１ 的中 （４－５） ３９４５（１１番人気）
普通馬連票数 計 ８４７２９９ 的中 �� ４８９５（２８番人気）
馬単票数 計 ９５３４７０ 的中 �� ２２５１（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６５４４４ 的中 �� ２２９６（２７番人気）�� １３６０（３６番人気）�� １２７６（３９番人気）
３連複票数 計１１４２８３５ 的中 ��� １０２９（１３４番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．４―１２．１―１２．２―１２．５―１３．４―１３．３―１３．３―１３．２―１２．３―１４．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．６―３０．７―４２．９―５５．４―１：０８．８―１：２２．１―１：３５．４―１：４８．６―２：００．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F３９．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ティンバーセブン �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００６．１２．３ 中山３着

２００４．４．１２生 牡３栗 母 ホーマンヴォイス 母母 リコドミンゴ ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔騎手変更〕 クリフバニヤン号の騎手内田博幸は，病気のため武豊に変更。
〔競走中止〕 クリフバニヤン号は，競走中に疾病〔左第３中手骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。

アロハスタイル号・ゴールドリーヴァ号は，最後の直線コースで，転倒した「クリフバニヤン」号に触れて，転倒したため競
走中止。

〔その他〕 ラストアラシ号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 サクラハーレー号・サンアスレチック号
※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。



０３００３ １月２７日 晴 良 （１９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００分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

６１１�� ラ ス ト ベ ガ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊吉田 昭一氏 加賀 武見 静内 静内酒井牧場 ４２６± ０１：４１．８ ４．８�

１２ ナイスプレゼンター 牝３鹿 ５４ C．ルメール 水上ふじ子氏 戸田 博文 浦河 笠松牧場 ４７２－ ２１：４２．１１� ２．９�
（仏）

５９ � ケージーシルキー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 ４９０＋ ８１：４２．５２� ２３．８�
６１２� フ ジ マ リ ア 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４１６－ ４ 〃 ハナ ３１．４�
４８ � オーチャードハウス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司渡邊 隆氏 上原 博之 えりも 能登 浩 ４２４± ０１：４２．８１� ３１４．４�
２３ ニシノキンレンポ 牝３青 ５４ 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８２± ０１：４３．１１� ３０．２�
７１３� エアリアーナ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �ラッキーフィールド小島 太 様似 猿倉牧場 ４２８± ０１：４３．２� ２．４	
２４ � パ ラ イ ッ ソ 牝３栗 ５４ 武士沢友治田中 晴夫氏 笹倉 武久 平取 有限会社中

田牧場 ４２６± ０１：４３．６２� ８０．８

５１０ ジェニーサンサン 牝３栗 ５４

５１ ▲的場 勇人�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４１６＋ ４１：４３．９１� ３９７．０
１１ アポロシークレット 牝３黒鹿５４ 小林 淳一アポロサラブレッドクラブ 石栗 龍彦 新冠 三村 卓也 ４５４－ ６１：４４．４３ ３１２．８�
７１４� エタニティーローズ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人越野 正行氏 内藤 一雄 新冠 ビッグレッドファーム ４４８－ ８ 〃 アタマ ３７９．３�
８１６� ブルーエタニティ 牝３鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀 �荻伏レーシング・クラブ 鈴木 伸尋 静内 片岡牧場 ４１６－ ２１：４６．０１０ １９５．８�
８１５� スガノロイヤル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一菅原光太郎氏 笹倉 武久 三石 田上 稔 ４３８－ ４ （競走中止） ２２３．３�
３６ ナ ミ ノ オ ト 牝３鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人河内 孝夫氏 相沢 郁 浦河 川越ファーム ４４８－１２ （競走中止） １００．２�

３５ � セトウチハート 牝３栗 ５４ 柴田 善臣高橋 勉氏 堀 宣行 三石 中田 英樹 ４３２－ ８ （競走中止） １５．４�
（７７１０）

４７ � ハッピーパヒューム 牝３黒鹿５４ 木幡 初広�ターフ・スポート宗像 義忠 静内 千代田牧場 ５０４－ ４ （競走中止） １５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，７７５，２００円 複勝： ２７，６４２，１００円 枠連： ３２，１１７，５００円

普通馬連： ９１，１１４，６００円 馬単： ８６，７０３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，７６７，４００円

３連複： １１３，８２３，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４００，９４３，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ４１０円 枠 連（１－６） ６６０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� １，２７０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ５，１４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３７７５２ 的中 � ３９４７２（３番人気）
複勝票数 計 ２７６４２１ 的中 � ４９５５５（３番人気）� ５２７３１（２番人気）� １３１６２（６番人気）
枠連票数 計 ３２１１７５ 的中 （１－６） ３６３４２（３番人気）
普通馬連票数 計 ９１１１４６ 的中 �� ８４３０４（３番人気）
馬単票数 計 ８６７０３３ 的中 �� ３３３７５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５７６７４ 的中 �� １９７１７（３番人気）�� ４７２０（１６番人気）�� ５２７９（１４番人気）
３連複票数 計１１３８２３６ 的中 ��� １６３５１（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３５．７―４８．９―１：０２．４―１：１５．７―１：２８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．９―３F３９．４
３ １２，１６（２，７，１４）（１，５，９，１３）（３，６，４）（８，１１）－１０，１５ ４ １２，１６（２，１４）１３（１，９，４）－１１（３，８，１０）

勝馬の
紹 介

�
�
ラ ス ト ベ ガ �

�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 スズカコバン デビュー ２００６．８．２６ 札幌２着

２００４．３．１生 牝３黒鹿 母 ナスノマーチ 母母 ベラミスキー ９戦１勝 賞金 １６，４００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時０５分に変更。
〔騎手変更〕 エタニティーローズ号の騎手佐藤聖也は，第２競走での落馬による検査のため黛弘人に変更。
〔競走中止〕 ハッピーパヒューム号は，競走中に疾病〔左下腿骨開放骨折〕を発症し，４コーナーで転倒したため競走中止。

セトウチハート号・スガノロイヤル号は，４コーナーで，転倒した「ハッピーパフューム」号に触れて，転倒したため競走中
止。
ナミノオト号は，４コーナーで，転倒した「セトウチハート」号に触れて，騎手が落馬したため競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 リネンフィールド号
（非抽選馬） ２頭 クロフネマンボ号・ニシノマンゲキョウ号
※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。



０３００４ １月２７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１９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３０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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

１１ ニシノジュエリー 牝６鹿 ５８ 浜野谷憲尚西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４７２－ ２３：２３．５ ２．１�

３３ � コスモグラッチェ 牡４鹿 ５９ 平沢 健治 �ビッグレッドファーム 郷原 洋行 米
Runnymede Farm
Inc., Catesby W. Clay
and Peter J. Callahan

４８０－ ２３：２４．２４ ４２．７�
８１３ ハリーコマンド �７黒鹿６０ 嘉堂 信雄高田 久成氏 鹿戸 幸治 三石 本桐牧場 ４７８－ ４３：２４．５１� ２０．３�
８１４� スガノグラスワン 牝５芦 ５８ 柴田 大知菅原光太郎氏 西塚 安夫 様似 �村 伸一 ４８２± ０３：２４．７１	 １１１．０�
３４ � マチカネリュウセイ 牡８芦 ６０ 宗像 徹細川 益男氏 宗像 義忠 米 Dr. D. W.

Frazier ５４８－ ６３：２４．９１	 ３．４�
６９ メモリーオブヨーク 牡５鹿 ６０ 山本 康志鈴木 芳夫氏 高市 圭二 浦河 大道牧場 ４６０± ０３：２５．３２
 ７．０�
７１１�� ノボライトニング �４芦

５９
５７ ▲千葉 直人	LS.M 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 ４６４＋ ６３：２６．５７ １６９．９


４６ � ミヤギカントリー 牝４栗 ５７ 柴田 未崎菅原 光博氏 大和田 稔 三石 白井 吉美 ４５６＋ ２３：２７．８８ ３３７．７�
７１２ ジンデンバリュー 牡４鹿 ５９ 出津 孝一黒岩統治郎氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４５６＋ ６３：２８．３３ ３５０．６�
６１０ トップオブマーチ 牡５栃栗６０ 田中 剛棚網るみ子氏 嶋田 潤 門別 サンバマウン

テンファーム ４７４＋ ４３：２９．２５ １１．３
５８ � ハイエストブラッド �４青鹿５９ 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 藤原 辰雄 早来 ノーザンファーム ４５４± ０３：３０．４７ ４３．６�
４５ ピックミーアップ 牡４芦 ５９ 伊藤 直人茂呂 邦久氏 松永 勇 浦河 ヒダカフアーム ４８８＋１６３：３２．６大差 ２０３．０�
５７ � ブラッドシフト 牝５鹿 ５８ 黒岩 悠松本 俊廣氏 西塚 安夫 静内 西川富岡牧場 ４４２± ０ （競走中止） １６３．６�
２２ � オンワードワンダー 牝５栗 ５８ 沢 昭典	オンワード牧場 沢 峰次 浦河 オンワード牧場 ４５４－ ２ （競走中止） ８．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，０４１，１００円 複勝： １７，８２７，１００円 枠連： ２７，４９７，９００円

普通馬連： ６５，７８０，８００円 馬単： ７４，５２６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４０７，７００円

３連複： ９９，２２７，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３２４，３０９，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ６８０円 � ４４０円 枠 連（１－３） ５５０円

普通馬連 �� ２，９３０円 馬 単 �� ４，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� ７６０円 �� ３，３５０円

３ 連 複 ��� １０，８４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１０４１１ 的中 � ８１５６１（１番人気）
複勝票数 計 １７８２７１ 的中 � ５６８６８（１番人気）� ４９５０（８番人気）� ８２０２（６番人気）
枠連票数 計 ２７４９７９ 的中 （１－３） ３７２４７（２番人気）
普通馬連票数 計 ６５７８０８ 的中 �� １６６０５（１２番人気）
馬単票数 計 ７４５２６９ 的中 �� １２７８６（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４０７７ 的中 �� ４２６９（１３番人気）�� ６２０６（９番人気）�� １２９７（２７番人気）
３連複票数 計 ９９２２７５ 的中 ��� ６７６０（３１番人気）

上り １マイル １：４７．７ ４F ５３．０－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノジュエリー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Nijinsky デビュー ２００４．５．２ 京都６着

２００１．４．２０生 牝６鹿 母 ア フ ァ フ 母母 Continual 障害：１５戦１勝 賞金 ２７，２５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４０分に変更。
〔発走状況〕 ピックミーアップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 オンワードワンダー号は，４号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ブラッドシフト号は，２周目６号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔その他〕 ハイエストブラッド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ハイエストブラッド号は，平成１９年２月２７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１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１５頭 オンワードヒリュウ号・カツホマレ号・グラスファイター号・グローリージョン号・シルクリベラル号・

タイキダイナスティ号・ダイワアルテミス号・ダイワカーメル号・テイエムファンキー号・トウカイマジック号・
トーセンエタニティ号・ビューティピース号・ブラストシチー号・マイネルマキシマム号・メジログリーン号



０３００５ １月２７日 晴 良 （１９東京１）第１日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （ダート・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

４７ � チョウノヨウニマイ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海菅原 太陽氏 手塚 貴久 米 ClassicStar ４９８ ―１：２７．９ １．８�

５９ � アップグレーデッド 牡３芦 ５６ 加藤士津八�大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ
ファーム ４８２ ― 〃 クビ １６．９�

３５ �� フサイチリニモ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘関口 房朗氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ４７２ ―１：２８．３２	 ５．６�
２４ キタサンダイオウ 牡３栗 ５６ 武士沢友治�大野商事 中野渡清一 静内 谷岡牧場 ４８０ ―１：２８．９３	 ８２．７�
３６ ボストンアサーテン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹小林 英一氏 杉浦 宏昭 門別 出口牧場 ５１４ ― 〃 ハナ ２２．３�
８１６� メ タ リ ッ ク 牡３芦 ５６

５５ ☆吉田 隼人�ターフ・スポート手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４６２ ― 〃 ハナ ７．２�
８１５� ブルーカーディナル 牡３青鹿５６ 石神 深一 	荻伏レーシング・クラブ 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 B５１０ ―１：２９．０クビ １６．６

１１ ケイアイシアター 牝３黒鹿５４ 武 豊亀田 守弘氏 秋山 雅一 門別 シンコーファーム ４８６ ―１：２９．１	 １１．１�
６１２� サトノユウジ 牡３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人里見 治氏 的場 均 新冠 川島牧場 ５２４ ―１：２９．２クビ ７３．６�
２３ スミノチェンタウロ 牡３栗 ５６ O．ペリエ 長井 純一氏 清水 美波 門別 インターナシヨナル牧場 ４４４ ―１：３０．０５ ２１．８

（仏）

７１３ プラズマトウショウ 牝３鹿 ５４ 小野 次郎トウショウ産業	 古賀 史生 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４３４ ― 〃 ハナ ６２．６�

５１０ コパドムンド 牡３栗 ５６ 柴山 雄一吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５８ ― 〃 クビ ６３．２�
１２ イガノガイセン 牡３黒鹿５６ 北村 宏司五十嵐政則氏 水野 貴広 三石 谷山 和喜 ４６６ ― 〃 ハナ １７９．６�
６１１ ヒシカツレーザー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人阿部 雅英氏 小林 常泰 静内 越田牧場 ５０６ ―１：３０．７４ ４４２．６�
４８ ビクトリアスチアー 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�日進牧場 山田 要一 浦河 日進牧場 ４２０ ―１：３１．１２	 ２２０．３�
７１４ カリズマウイッシュ 
３栗 ５６ 江田 照男篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４５０ ―１：３２．１６ ３８７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４３０，２００円 複勝： ２６，６７２，６００円 枠連： ３１，２８７，７００円

普通馬連： ８１，４４９，９００円 馬単： ８５，１１３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４７９，７００円

３連複： １０２，０９１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３７４，５２５，３００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � ２００円 枠 連（４－５） １，０５０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ３６０円 �� ２，３８０円

３ 連 複 ��� ４，２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４４３０２ 的中 � １１０８２４（１番人気）
複勝票数 計 ２６６７２６ 的中 � １０２２７０（１番人気）� １６５４７（５番人気）� ２８７３９（３番人気）
枠連票数 計 ３１２８７７ 的中 （４－５） ２２１６４（４番人気）
普通馬連票数 計 ８１４４９９ 的中 �� ６７９８９（４番人気）
馬単票数 計 ８５１１３６ 的中 �� ４５９０２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４７９７ 的中 �� １１５７０（５番人気）�� １７９０６（２番人気）�� ２１７５（３１番人気）
３連複票数 計１０２０９１６ 的中 ��� １７８１５（１７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．４―１３．０―１２．３―１２．６―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．８―３６．２―４９．２―１：０１．５―１：１４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�チョウノヨウニマイ �
�
父 Broad Brush �

�
母父 Prospector’s Halo 初出走

２００４．２．３生 牝３鹿 母 Gold Princess 母母 Needles Lady １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ケイアイシアター号の騎手内田博幸は，病気のため武豊に変更。
〔発走状況〕 サトノユウジ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 アップグレーデッド号の騎手加藤士津八は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。

チョウノヨウニマイ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アウトローヒーロー号・バーニングウイル号・レントゲン号・ワンダースター号
※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。



０３００６ １月２７日 晴 良 （１９東京１）第１日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

７１４�� アブソリュート 牡３黒鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６８ ―１：４９．９ ６．４�

６１２ トーセンマーチ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝島川 �哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５００ ―１：５０．１１� ２．７�
４７ アサヒバロン 牡３鹿 ５６ 小野 次郎寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５４８ ― 〃 クビ １３．３�
５９ � ゲイルスパーキー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４９４ ―１：５０．２クビ １２．４�
４８ ウエイクアイランド 牡３鹿 ５６ O．ペリエ �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８８ ―１：５０．７３ ２．８	

（仏）

６１１� アーバンスイーツ 牝３黒鹿５４ 武 豊臼田 浩義氏 清水 利章 新冠 村田牧場 ４７８ ―１：５０．９１	 １０．４

３５ 
 アビリティガーデン 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆吉田 隼人臼田 浩義氏 戸田 博文 米 Hiroyoshi
Usuda ４９６ ― 〃 アタマ ３１．４�

２３ シルクミサイル 牡３芦 ５６ 石橋 脩有限会社シルク大江原 哲 新冠 競優牧場 ４８０ ―１：５１．２１� ５２．５�
５１０� ケイヨーサンサン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹三浦 一泰氏 沢 峰次 新冠 グリー牧場 ４８６ ―１：５１．７３ １３２．６
２４ � ボーカルガイ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一�日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ４５０ ―１：５１．８クビ ２８６．４�
７１３ リワードレフラン 牝３栗 ５４ 村田 一誠宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 本巣牧場 ４５４ ―１：５２．３３ １０５．２�
８１５ キャプテンロー 牡３栗 ５６ 郷原 洋司新木 鈴子氏 郷原 洋行 門別 ナカノファーム B４６４ ―１：５２．７２� ２２１．９�
１１ � ストロングビート 牡３黒鹿５６ 穂苅 寿彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 功 門別 豊洋牧場 ４６８ ― 〃 ハナ ３１５．０�
１２ � ミヤギハーバー 牡３鹿 ５６ 江田 照男菅原 光博氏 大和田 稔 三石 白井 吉美 ４４０ ―１：５３．８７ ３３０．０�
３６ �� トップアラモアナ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海横瀬 兼二氏 相沢 郁 浦河 鎌田 正嗣 ４６４ ―１：５４．１１� ２９．７�
８１６ タツショウサク 牡３鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀鈴木 昭作氏 根本 康広 新冠 パカパカ
ファーム ４４４ ―２：００．１大差 ２９０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６２２，４００円 複勝： ２５，２８９，５００円 枠連： ３３，２９０，７００円

普通馬連： ８６，６６８，０００円 馬単： ８３，６８３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，００８，０００円

３連複： １０４，４５１，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３８２，０１３，８００円

払 戻 金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ３７０円 枠 連（６－７） ７７０円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� １，４１０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ５，３１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５６２２４ 的中 � ３１６０５（３番人気）
複勝票数 計 ２５２８９５ 的中 � ３４８３９（３番人気）� ５７１８５（２番人気）� １３８０１（６番人気）
枠連票数 計 ３３２９０７ 的中 （６－７） ３２１６９（３番人気）
普通馬連票数 計 ８６６６８０ 的中 �� ５５２５２（３番人気）
馬単票数 計 ８３６８３３ 的中 �� ２３３３３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３００８０ 的中 �� １４１２３（３番人気）�� ３８１９（１７番人気）�� ５６６４（１２番人気）
３連複票数 計１０４４５１９ 的中 ��� １４５２４（１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．８―３６．９―４９．３―１：０１．８―１：１４．９―１：２６．７―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．０

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

勝馬の
紹 介

�
�
アブソリュート �

�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００４．３．７生 牡３黒鹿 母 プライムステージ 母母 ダイナアクトレス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ストロングビート号の騎手木幡初広は，第３競走での落馬負傷のため穂苅寿彦に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タツショウサク号は，平成１９年２月２７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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 エアシャムス号・ココナッツパンチ号・バグパイプウィンド号・ヤマニンワーシップ号・ロードディヴァイン号
※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。



０３００７ １月２７日 晴 良 （１９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２０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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

５５ ラインストーム 牡３芦 ５６ C．ルメール 大澤 繁昌氏 瀬戸口 勉 静内 高橋 修 B４７６± ０１：３９．２ １３．６�
（仏）

４４ クランエンブレム 牡３鹿 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２ 〃 ハナ ２．９�
２２ アクセルホッパー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥内藤 好江氏 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４６０－ ２１：３９．６２� ３．１�
１１ � ワールドハンター 牡３栗 ５６ 横山 典弘青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ４８８－ ２ 〃 クビ ７．９�
８１０� ホットストック 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：３９．９２ １６．１�
６７ � クリノアドベンチャ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 春木 昭雄 ４５８－ ４１：４０．０クビ １１３．０�
３３ � ピュアーフレーム 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝臼田 浩義氏 上原 博之 米 Hiroyoshi

Usada ４７４－ ２１：４１．０６ ９．６	
８１１�	 ハーバルパフューム 牝３栗 ５４ 安藤 勝己中島 稔氏 久保 与造 門別 インターナシヨナル牧場 ４３６＋ ６１：４１．６３� １５６．２


（大井）

７８ クロスホーリー 牡３栗 ５６ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４７６－ ２１：４１．７� ７３．８�
６６ 
 ブラックマンバ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �天羽�治牧場 西塚 安夫 平取 坂東牧場 ４３８－ ６１：４２．１２� ２１８．４�
７９ � プロミスフェアー 牡３鹿 ５６

５５ ☆吉田 隼人臼田 浩義氏 大久保洋吉 門別 日高大洋牧場 ５０２－ ６１：４２．４２ ５．４

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３６，３５８，６００円 複勝： ４２，３０１，７００円 枠連： ３０，７９３，５００円

普通馬連： １２２，９００，２００円 馬単： １２０，５３７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１９６，１００円

３連複： １３９，８３４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５２４，９２２，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ２３０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（４－５） １，２７０円

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� ３，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ５５０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，５３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３６３５８６ 的中 � ２１１４９（６番人気）
複勝票数 計 ４２３０１７ 的中 � ３４６６５（６番人気）� １１９００３（１番人気）� ８４３８７（２番人気）
枠連票数 計 ３０７９３５ 的中 （４－５） １７９２８（６番人気）
普通馬連票数 計１２２９００２ 的中 �� ６６０８１（６番人気）
馬単票数 計１２０５３７６ 的中 �� ２３３６５（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１９６１ 的中 �� １７６６９（５番人気）�� １３３６３（９番人気）�� ３７６８０（１番人気）
３連複票数 計１３９８３４５ 的中 ��� ６７５２３（４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．２―１２．８―１３．０―１２．４―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．２―４９．０―１：０２．０―１：１４．４―１：２６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインストーム �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．６．２４ 京都４着

２００４．５．２０生 牡３芦 母 オートサンデー 母母 ヤマヒサエオリア １２戦２勝 賞金 ２０，８５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 ハーバルパフューム号の騎手内田博幸は，病気のため安藤勝己に変更。
〔発走状況〕 プロミスフェアー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。



０３００８ １月２７日 晴 良 （１９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１３時５５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

７１３ ケイアイハクスイ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝亀田 守弘氏 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４８２－ ６１：２６．４ ３．２�

６１１ バ リ オ ン 牡４鹿 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４５２＋ ６１：２６．８２� ５．０�
８１５� テンザンモビール 牡４黒鹿５６ C．ルメール 平野 三郎氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４７６－ ４ 〃 クビ ８．６�

（仏）

１２ ヒカルマチェンドラ 牡６芦 ５７ 田中 勝春�橋 京子氏 秋山 雅一 新冠 山岡ファーム ４７２＋１６ 〃 アタマ ２９．１�
３５ チェルケッティ 牝４鹿 ５４ 安藤 勝己飯塚 知一氏 坂本 勝美 静内 へいはた牧場 ４６４± ０１：２７．１２ ３．１�
７１４ ユウタージパング 牡４栗 ５６ 武 豊上山 利広氏 国枝 栄 新冠 中本牧場 ５１２－ ４１：２７．３１ ７．３�
２３ �� レアルグローリー 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹田中 昇氏 杉浦 宏昭 青森 青南ムラカミ

ファーム ５１４＋ ８１：２７．４� ４３．２�
４７ �	 サ ワ ッ デ ィ 牝４鹿 ５４ 蛯名 正義居城 要氏 中川 公成 平取 川上 勇治 ４３０± ０１：２７．５� ６４．１	
１１ シャークブロード 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人荻野 猛夫氏 加賀 武見 浦河 鮫川牧場 ４８０＋３０１：２７．７１� ４３５．４

３６ サ ン パ レ ス 牡４鹿 ５６ 松岡 正海栗田 康次氏 相沢 郁 門別 白井牧場 ５２８－１０１：２７．８� ７３．１�
４８ 	 トウショウタイタン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩トウショウ産業� 柴田 政人 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５２０＋ ６１：２８．１１� ４６．８
６１２ ラスカルシチー 牡４黒鹿５６ 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 松永 勇 浦河 上山牧場 ４６８± ０１：２８．２� １１６．８�
５９ オリオンザクロノス 牡４鹿 ５６

５５ ☆吉田 隼人日浦 桂子氏 根本 康広 新冠 川上牧場 ５３２＋ ８１：２８．６２� ４１．７�
２４ 	 リネンミサイル 牡４栗 ５６ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 門別 モリナガファーム ５２０± ０１：２９．０２� ２９３．６�
５１０� タケデンバトル 牡７栗 ５７

５４ ▲的場 勇人武市 弘氏 田子 冬樹 浦河 安藤牧場 ４９２＋１６１：２９．２１� １６１．０�
８１６�	 マルタカクロッカス 牡４鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀高橋 義和氏 沢 峰次 浦河 谷川牧場 ５２２－ ７１：３１．２大差 ３３５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，７７２，０００円 複勝： ３９，３９３，４００円 枠連： ４２，７２１，７００円

普通馬連： １４８，１０７，４００円 馬単： １２３，８０４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，３４０，３００円

３連複： １７３，０３０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ５９４，１６９，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（６－７） ６３０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ４２０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０７７２０ 的中 � ７８１８１（２番人気）
複勝票数 計 ３９３９３４ 的中 � ９１５６２（１番人気）� ６４７４８（３番人気）� ４５１７４（４番人気）
枠連票数 計 ４２７２１７ 的中 （６－７） ５０７１４（２番人気）
普通馬連票数 計１４８１０７４ 的中 �� １４５７２６（２番人気）
馬単票数 計１２３８０４７ 的中 �� ６４４８４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６３４０３ 的中 �� ３２４００（２番人気）�� ２１２０３（４番人気）�� １３３８３（９番人気）
３連複票数 計１７３０３０４ 的中 ��� ８０５３０（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．１―３６．６―４９．１―１：０１．１―１：１３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイハクスイ �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００４．１１．１４ 東京１着

２００２．３．１７生 牡５鹿 母 レディーマジョラム 母母 スイートマジョラム １７戦３勝 賞金 ３８，００６，０００円
〔騎手変更〕 オリオンザクロノス号の騎手佐藤聖也は，第２競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。

ケイアイハクスイ号の騎手内田博幸は，病気のため後藤浩輝に変更。
※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。



０３００９ １月２７日 晴 良 （１９東京１）第１日 第９競走 ��
��１，４００�クロッカスステークス

発走１４時３０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 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．１
１：１９．０

良

良

５５ � サープラスシンガー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春青木 基秀氏 宗像 義忠 米 MGG
Holdings ５２８± ０１：２２．１ ５．２�

１１ � ウィズディクタット 牡３青鹿５６ O．ペリエ 加藤 守氏 矢作 芳人 英
Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

４８８± ０１：２２．３１� ３．３�
（仏）

６６ 	 メ ダ イ ヨ ン 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝浅田 次郎氏 河野 通文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６± ０１：２２．５１
 ３．５�

２２ マイネルサニベル 牡３芦 ５７ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 義博 新冠 小泉 学 ４６４＋ ４１：２２．７１ １４．８�

３３ 	 コスモジエラ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 柄崎 孝 三石 斉藤スタッド ４６０＋ ４１：２２．９１
 １９．３�
７８ � アルシラート 牡３鹿 ５６ C．ルメールサウスニア� 森 秀行 米 Eve Kuhl-

mann ４７０－ ４ 〃 アタマ ８．４	
（仏）

８１０ ケイアイスパイダー 牝３黒鹿５４ 北村 宏司亀田 守弘氏 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４５６－１４１：２３．７５ ３１．２

８９ 	 ビ ン チ ェ ロ 牡３黒鹿５６ 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４５６－ ６１：２３．８
 ５．６�
４４ ティムガッド 牡３鹿 ５６ 津村 明秀伊達 秀和氏 上原 博之 門別 サンシャイン

牧場 ４６６± ０１：２４．０１� ８１．６�
７７ オープンザゲート 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己ディアレスト 田村 康仁 新冠 松浦牧場 ４５２－ ４１：２４．７４ ９８．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３９，７８５，４００円 複勝： ５１，５８７，４００円 枠連： ３３，５６５，８００円

普通馬連： １８６，５０２，６００円 馬単： １２６，９４７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，０５６，０００円

３連複： １３１，４６３，７００円 ３連単： ３９８，３６６，０００円 計： １，００７，２７４，７００円

払 戻 金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（１－５） １，０８０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ３２０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ９００円 ３ 連 単 ��� ７，２６０円

票 数

単勝票数 計 ３９７８５４ 的中 � ６０６０１（３番人気）
複勝票数 計 ５１５８７４ 的中 � ８２４５７（３番人気）� １０８２４０（２番人気）� １１４７７２（１番人気）
枠連票数 計 ３３５６５８ 的中 （１－５） ２２９５５（５番人気）
普通馬連票数 計１８６５０２６ 的中 �� １２８１９０（４番人気）
馬単票数 計１２６９４７８ 的中 �� ４１１７４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９０５６０ 的中 �� ２６４６０（４番人気）�� ２９７１０（３番人気）�� ４００７６（１番人気）
３連複票数 計１３１４６３７ 的中 ��� １０８６３８（１番人気）
３連単票数 計３９８３６６０ 的中 ��� ４０５１６（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．３―３５．９―４７．８―５９．０―１：１０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サープラスシンガー �
�
父 Songandaprayer �

�
母父 Ghazi デビュー ２００６．９．１０ 中山２着

２００４．４．８生 牡３鹿 母 Daisy Dukes 母母 Dance Skirt ７戦３勝 賞金 ４５，４０７，０００円
〔騎手変更〕 メダイヨン号の騎手柴田善臣は，第３競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。

オープンザゲート号の騎手木幡初広は，第３競走での落馬負傷のため安藤勝己に変更。
ビンチェロ号の騎手内田博幸は，病気のため武豊に変更。

※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。



０３０１０ １月２７日 晴 良 （１９東京１）第１日 第１０競走 ��
��２，４００�

は こ ね

箱 根 特 別
発走１５時０５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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５６ � ハイパーレスポンス 牡５栗 ５７ 安藤 勝己栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ５１６－ ２２：２７．３ ３．２�

５７ トロフィーディール 牡４鹿 ５６ 武 豊青山 洋一氏 森 秀行 新冠 パカパカ
ファーム ４６０－ ２ 〃 クビ ４．９�

４５ � オルドリーバ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義古川 智洋氏 佐藤 吉勝 三石 畑端牧場 ４５０± ０ 〃 アタマ １６．７�
６９ ジョウノエリザベス 牝４栗 ５４ 横山 典弘小川 義勝氏 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４５４－ ６２：２７．５１� ３．１�
８１２ ワンダードリーム 	６黒鹿５７ 吉田 豊山本 信行氏 加賀 武見 静内 高橋 修 ４５０－ ４２：２７．７１� ８．４�
２２ �
 ショウナンパレス 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹国本 哲秀氏 戸田 博文 浦河 日田牧場 ４７６－ ８ 〃 クビ １９６．９�
６８ � バブルサウンド 	６栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４４４＋１２２：２７．８クビ ２３．４	
７１０
 スギノベラージオ 牡４栗 ５６ 北村 宏司杉山 美惠氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ４ 〃 クビ ５７．８

１１ � エプソムアルテマ 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 根本 康広 静内 田原橋本牧場 ４８０－１０２：２７．９� １０．６�
３３ � ガッサンカーネギー 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一西村 專次氏 畠山 吉宏 新冠 ハクツ牧場 ４７２＋ ６２：２８．１１� １８５．９
８１３ サウザンブライト 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 勝川牧場 ５００± ０２：２８．４２ ４２６．７�
４４ 
 ラムタラプリンス 牡６鹿 ５７ C．ルメール 風間 栄輔氏 久保田貴士 静内 井高牧場 ４４０± ０２：２８．７１ １６．０�

（仏）

７１１�
 ドラマチックテナー 牡５鹿 ５７ O．ペリエ 金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ （競走中止） ８７．９�

（仏）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４３，９６６，０００円 複勝： ５５，８９６，２００円 枠連： ５７，０８７，２００円

普通馬連： ２６２，７２０，５００円 馬単： １６１，７６０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，９４２，０００円

３連複： １９５，９０２，３００円 ３連単： ４８６，９３１，９００円 計： １，３１６，２０６，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ３２０円 枠 連（５－５） １，０１０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ９００円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ３，６３０円 ３ 連 単 ��� １６，０７０円

票 数

単勝票数 計 ４３９６６０ 的中 � １０９０６７（２番人気）
複勝票数 計 ５５８９６２ 的中 � １１７９５１（２番人気）� ８６１５６（３番人気）� ３５８９５（６番人気）
枠連票数 計 ５７０８７２ 的中 （５－５） ４１８６２（５番人気）
普通馬連票数 計２６２７２０５ 的中 �� １９６７０６（２番人気）
馬単票数 計１６１７６０６ 的中 �� ７２３８４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１９４２０ 的中 �� ３７５４６（２番人気）�� １３６６２（１４番人気）�� １２２３１（１７番人気）
３連複票数 計１９５９０２３ 的中 ��� ３９８４８（１２番人気）
３連単票数 計４８６９３１９ 的中 ��� ２２３７４（３８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．１―１２．７―１２．８―１２．８―１３．０―１２．７―１２．５―１１．６―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２３．９―３６．０―４８．７―１：０１．５―１：１４．３―１：２７．３―１：４０．０―１：５２．５―２：０４．１―２：１５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．８
１
３
１１－２，６（１，７）４，５，１２，３，８，９－１０－１３
１１（２，６）４，７（１，５）１２（３，８）－９，１０，１３

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

勝馬の
紹 介

�ハイパーレスポンス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タ イ テ エ ム デビュー ２００５．４．２４ 京都３着

２００２．５．１０生 牡５栗 母 レイホールビー 母母 ヤマトシヤルダン ４戦３勝 賞金 ２８，８１５，０００円
〔騎手変更〕 スギノベラージオ号の騎手内田博幸は，病気のため北村宏司に変更。

ドラマチックテナー号の騎手柴田善臣は，第３競走での落馬負傷のためO．ペリエに変更。
サウザンブライト号の騎手木幡初広は，第３競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。

〔競走中止〕 ドラマチックテナー号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症し，最後の直線コースで騎手が落馬したため競走
中止。

〔制裁〕 ハイパーレスポンス号の騎手安藤勝己は，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１０，０００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。



０３０１１ １月２７日 晴 良 （１９東京１）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第５７回東 京 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走１５時４０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３，０００万
円超過馬は超過額２，０００万円毎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）

中日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６５１，０００円 １８６，０００円 ９３，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１２ スズカフェニックス 牡５栗 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４６０－ ４１：３２．７ ２．８�

２４ エアシェイディ 牡６栗 ５７ 安藤 勝己 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２１：３２．８� ２．９�
１２ イ ー ス タ ー 牡４青鹿５５ C．ルメール 吉田 勝己氏 瀬戸口 勉 早来 ノーザンファーム ４４６－ ２１：３２．９� １４．４�

（仏）

３６ 	 ホッコーソレソレー 牡５青鹿５６ 蛯名 正義矢部 幸一氏 浜田 光正 門別 浦新牧場 ４６０－１０１：３３．０� １４．８�
７１４ グレイトジャーニー 牡６黒鹿５６ O．ペリエ �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４± ０ 〃 クビ １５．８�
（仏）

５９ 	 サンバレンティン 牡６栗 ５６ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４５８－１２１：３３．２１
 ４８．３	
４７ 	� キストゥヘヴン 牝４鹿 ５４ 横山 典弘吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４３２± ０１：３３．３� １４．８

７１３ ロードマジェスティ 牡５栗 ５６ 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 山内 研二 三石 ケイアイフアーム ４９４＋ ８１：３３．４� ２５３．７�
８１６� キネティクス 牡８栗 ５６ 勝浦 正樹 �ノースヒルズマネ

ジメント 新川 恵 浦河 笹島 政信 ４６２± ０１：３３．５� ３４．１�
３５ トールハンマー 牡７鹿 ５６ 石橋 脩 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４８８± ０１：３３．９２� ２９２．５
４８ キングストレイル 牡５黒鹿５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ２１：３４．０� １１．４�
５１０ ブラックバースピン 牡４青 ５５ 田中 勝春藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Arthur I.

Appleton ４８４＋ ４１：３４．２１
 ８．７�
６１１	� グランリーオ 牡７鹿 ５６ 吉田 隼人田中 晴夫氏 笹倉 武久 静内 藤沢牧場 ５１４＋ ２１：３４．４１
 １６０．８�
１１ ダイワメンフィス 牡６黒鹿５６ 武士沢友治大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 北西牧場 ５００－ ４ 〃 ハナ １４９．１�
８１５ シベリアンホーク 牡７鹿 ５６ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Bryan Boone &

Ashford Stud ５０２＋ ８１：３５．４６ １７９．６�

（１５頭）
２３ メテオバースト 牡６鹿 ５６ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３７，３６５，９００円 複勝： １９９，１２５，８００円 枠連： １３３，６９９，９００円

普通馬連： ８７３，３７４，２００円 馬単： ５３４，８９４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８５，４４０，９００円

３連複： ７３５，８４６，６００円 ３連単： １，７６１，４９８，２００円 計： ４，５６１，２４６，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � ２９０円 枠 連（２－６） ３９０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ７１０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，７２０円 ３ 連 単 ��� ６，６９０円

票 数

単勝票数 計１３７３６５９ 的中 � ３９９３９５（１番人気）
複勝票数 計１９９１２５８ 的中 � ５２５３５７（２番人気）� ５６７６４５（１番人気）� １０６７７１（６番人気）
枠連票数 計１３３６９９９ 的中 （２－６） ２５５４５１（１番人気）
普通馬連票数 計８７３３７４２ 的中 �� １６３７６１１（１番人気）
馬単票数 計５３４８９４７ 的中 �� ４９５９３２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８５４４０９ 的中 �� ３５９２３５（１番人気）�� ５３９４４（１１番人気）�� ６２７９４（８番人気）
３連複票数 計７３５８４６６ 的中 ��� ３１６５７５（５番人気）
３連単票数 計１７６１４９８２ 的中 ��� １９４５０１（１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．５―１１．７―１１．８―１１．３―１１．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．３―３４．８―４６．５―５８．３―１：０９．６―１：２０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３４．４
３ １５（８，１１）（１，１６）（５，７）（６，１０）２（４，９，１２）１４，１３ ４ ・（１５，１１）（８，５，１６）（１，７）６（２，１０）（９，１２）４，１４，１３

勝馬の
紹 介

スズカフェニックス �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Fairy King デビュー ２００４．１０．１０ 京都９着

２００２．３．２９生 牡５栗 母 ローズオブスズカ 母母 Rose of Jericho １５戦６勝 賞金 １４２，７７１，０００円
〔出走取消〕 メテオバースト号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ダイワメンフィス号の騎手内田博幸は，病気のため武士沢友治に変更。

トールハンマー号の騎手木幡初広は，第３競走での落馬負傷のため石橋脩に変更。
サンバレンティン号の騎手柴田善臣は，第３競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マヤノシャドー号
※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。



０３０１２ １月２７日 晴 良 （１９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１５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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

４７ アルバレスト 牡５青鹿５７ C．ルメール 吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４７６± ０１：２５．１ ３．１�
（仏）

５９ スパーブスピリット 牡４鹿 ５６ 北村 宏司みの商事� 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８０± ０１：２５．４２ ３４．６�
８１５ メジロファルカル 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己メジロ商事� 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５１４＋１０１：２５．７１� １９．６�
６１２ リワードパットン 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ４７０－ ４１：２５．８� ３．４�
８１６ ゼンノスカイブルー 牡４鹿 ５６ 石神 深一大迫久美子氏 土田 稔 平取 坂東牧場 ５５８＋ ６１：２６．０１� １５．１�
６１１ シャコーアデル 牝４鹿 ５４ 村田 一誠グレイドレーシング組合 勢司 和浩 浦河 室田 千秋 ５１０± ０１：２６．２１	 １５．４	
１１ ガ イ ヤ ー ル 牝６芦 ５５ 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 門別 豊洋牧場 ４６２－ ６ 〃 クビ １２９．４

４８ 
 メルボルンシチー 牡６鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 豪 Segenhoe
Stud ４７０± ０１：２６．３� １２８．９�

１２ 
 ケイアイカールトン 牡５鹿 ５７ 横山 典弘亀田 守弘氏 松山 康久 米
H. J. Hendricks,
Roger Justice &
Rick Littrell

５０２－ ６１：２６．４クビ ４．５�
５１０�� クリアエンデバー 牡７栗 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５２６＋ ４ 〃 クビ １６．５
２４ � スマートエッジ ７黒鹿５７ 武 豊大川 徹氏 佐々木亜良 浦河 ヤマダフアーム ４３８＋ ４１：２６．５� ２５．５�
７１３� キャンディッド 牡７鹿 ５７

５４ ▲黛 弘人山本 武司氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ５３２－ ６１：２６．９２� ４８５．３�
３６ � ブラックシャドウ 牡４青 ５６ 小林 淳一田畑 法賢氏 田中 清隆 新冠 川上 悦夫 ５４４＋３６１：２７．３２� １３．８�
２３ ジョリーズジョー ８鹿 ５７ 武士沢友治河内 孝夫氏 高市 圭二 浦河 日の出牧場 ４７４＋ ６１：２７．４クビ ２０９．９�
７１４ サージェナイト 牡８鹿 ５７ 田中 剛柴原 壽光氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７０－ ４１：２７．８２� ４７３．０�
３５ � バードントロフィー 牡６栗 ５７ 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 新冠 競優牧場 ４９０－ ６１：２９．１８ １９３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，１９５，９００円 複勝： ５４，７５７，２００円 枠連： ６２，８８３，８００円

普通馬連： ２５２，８４１，３００円 馬単： １７１，４４７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，９５６，５００円

３連複： ２１２，６５８，９００円 ３連単： ５３０，５０６，３００円 計： １，３８９，２４６，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １７０円 � ６４０円 � ５２０円 枠 連（４－５） １，６３０円

普通馬連 �� ５，２７０円 馬 単 �� ７，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８９０円 �� １，４６０円 �� ６，０４０円

３ 連 複 ��� ２９，０７０円 ３ 連 単 ��� １５８，３２０円

票 数

単勝票数 計 ４５１９５９ 的中 � １１８０３２（１番人気）
複勝票数 計 ５４７５７２ 的中 � １１３１５８（２番人気）� １８９３０（１０番人気）� ２３６５５（８番人気）
枠連票数 計 ６２８８３８ 的中 （４－５） ２８５４２（７番人気）
普通馬連票数 計２５２８４１３ 的中 �� ３５４５５（２３番人気）
馬単票数 計１７１４４７０ 的中 �� １６３６４（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８９５６５ 的中 �� ７７４８（２３番人気）�� １０１４０（１９番人気）�� ２３４８（４８番人気）
３連複票数 計２１２６５８９ 的中 ��� ５４００（８３番人気）
３連単票数 計５３０５０６３ 的中 ��� ２４７３（４１７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．８―１２．２―１２．０―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３５．３―４７．５―５９．５―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルバレスト �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．５．７ 東京４着

２００２．３．２１生 牡５青鹿 母 ア ズ サ ユ ミ 母母 ファーストクラス １７戦４勝 賞金 ５２，０２３，０００円
〔騎手変更〕 スマートエッジ号の騎手内田博幸は，病気のため武豊に変更。

バードントロフィー号の騎手木幡初広は，第３競走での落馬負傷のため松岡正海に変更。
メジロファルカル号の騎手柴田善臣は，第３競走での落馬負傷のため安藤勝己に変更。

〔制裁〕 メルボルンシチー号の騎手千葉直人は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 アレクシオス号・ウセル号・エイシンイーデン号・カイテキネオ号・クラウニングワーク号・コリントシチー号・

スプリングレアル号・セイウンマル号・タケショウヤマト号・チアフルワールド号・チョウカイキセキ号・
ツタンカーメン号・トウショウヴォイス号・ヒカルアルタイル号・ビコージェネラル号・プライベートプラン号・
プロスパードン号・マチカネバテレン号・マリットチャージ号

※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。



（１９東京１）第１日 １月２７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 １７５頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２６０，６７０，０００円
８，４００，０００円
２２，９４０，０００円
９００，０００円
１，７６０，０００円
２８，８８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，２５１，５００円
５，４７９，８００円
１，７６７，５００円

勝馬投票券売得金
４７３，９７１，０００円
５９２，５６３，６００円
５３９，１１８，３００円
２，３４１，８１４，８００円
１，７４０，３７１，１００円
５４６，５３１，６００円
２，２２７，３７９，１００円
３，１７７，３０２，４００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 １１，６３９，０５１，９００円

総入場人員 ３３，３６２名 （有料入場人員 ３２，５９３名）




