
０３００１ １月３１日 雨 不良 （２１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
１：２１．９

不良

重

４８ ミラクルフルーツ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム B４８４－ ２１：２６．７ ２．８�

３６ エルサフィール 牝３黒鹿５４ 武士沢友治柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７０＋ ４１：２６．９１� １７７．６�
６１２ クリアソウル 牝３栗 ５４ 内田 博幸有限会社シルク斎藤 誠 静内 千代田牧場 ４３４－１０１：２７．３２� ４．０�
２４ コパノファンタメ 牝３鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 高野牧場 B４８４＋１２１：２７．５１ １４．５�
７１４ カワキタラブポップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人川島 吉男氏 大和田 稔 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４７４± ０ 〃 クビ １９０．２�

８１６ リュウキュウサンバ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春棚網るみ子氏 本間 忍 新ひだか 静内白井牧場 ４３４－１４１：２７．６クビ １３．７�
５１０ キストゥクラウン 牝３芦 ５４ 菊沢 隆徳吉田 和子氏 戸田 博文 門別 日高大洋牧場 ４４８－ ２１：２７．７� １１．３�
３５ オペラシューズ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海飯田 良枝氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４２６＋ ２１：２７．８� ３３．８	
２３ メジロフェーム 牝３鹿 ５４

５２ △丸田 恭介メジロ商事
 久保田貴士 洞爺湖 メジロ牧場 ４３０＋ ８１：２８．０１� ８．２�
６１１ ウッディームーン 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４６０＋ ６１：２８．１� ２４．１�
４７ ハ ツ ノ ボ リ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４１：２８．５２� ７．７
５９ ト シ テ ン マ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４５６＋ ４１：２８．９２� ２３８．７�
１１ マイネセレネ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 野坂牧場 ４４６＋ ２１：２９．７５ ２５．０�
１２ トーセンメジャー 牝３栗 ５４ 石橋 脩島川 �哉氏 柴田 政人 静内 出羽牧場 ４２６＋ ２ 〃 アタマ １７２．８�
７１３ モ モ レ ノ ン 牝３栗 ５４ 赤木高太郎庄野 昭彦氏 小笠 倫弘 日高 庄野牧場 ４２２＋ ４１：３０．５５ １７６．０�
８１５ ミ ロ ク ヒ メ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義伊藤 誠吉氏 佐藤 吉勝 浦河 鎌田 正嗣 ４０２± ０１：３１．６７ ３６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０８０，２００円 複勝： ２７，７８１，３００円 枠連： ２２，２４３，６００円

普通馬連： ６９，３２１，８００円 馬単： ４６，７１０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，５１２，９００円

３連複： ８５，８１９，５００円 ３連単： １１７，１０５，９００円 計： ４０９，５７５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ２，５４０円 � １５０円 枠 連（３－４） ４，０６０円

普通馬連 �� ４０，４２０円 馬 単 �� ４８，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，６９０円 �� ２７０円 �� １０，７２０円

３ 連 複 ��� ４５，１５０円 ３ 連 単 ��� ３８４，１１０円

票 数

単勝票数 計 １７０８０２ 的中 � ４９５５６（１番人気）
複勝票数 計 ２７７８１３ 的中 � ７６４０１（１番人気）� １６４５（１３番人気）� ５４２００（２番人気）
枠連票数 計 ２２２４３６ 的中 （３－４） ４０４８（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６９３２１８ 的中 �� １２６６（５９番人気）
馬単票数 計 ４６７１０３ 的中 �� ７１３（１０１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３５１２９ 的中 �� ５９３（５８番人気）�� ２６３６２（１番人気）�� ４８０（６２番人気）
３連複票数 計 ８５８１９５ 的中 ��� １４０３（１１６番人気）
３連単票数 計１１７１０５９ 的中 ��� ２２５（７７２番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．７―１１．６―１２．７―１３．４―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．４―３５．０―４７．７―１：０１．１―１：１３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミラクルフルーツ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１１．２２ 東京４着

２００６．４．１５生 牝３鹿 母 レディゴシップ 母母 レデイフランダーズ ４戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 カラードミル号・ヤンゲストリーター号
（非抽選馬） １頭 チエノワ号



０３００２ １月３１日 雨 不良 （２１東京１）第１日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０分 （ダート・左）

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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

８１５ オウロプレット 牡３青鹿５６ 吉田 豊 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８８ ―１：２６．５ ４．１�

４６ キングヴァント 牡３栗 ５６ 横山 典弘�桜井牧場 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４７２ ―１：２６．７１� ３．７�
４７ コスモスプリッツァ 牝３鹿 ５４

５２ △丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４３６ ―１：２７．０１� ５０．６�
７１３ ダイワモーメント 牡３青鹿５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 新ひだか 服部 牧場 ４８６ ―１：２７．２１� ９．８�
１１ ベルウッドグラーテ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹鈴木 照雄氏 鈴木 康弘 新ひだか

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４７６ ―１：２７．３� １７．４�
３４ ゼ ン マ ツ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海癸生川善三郎氏 松山 康久 新ひだか 須甲牧場 ４９０ ― 〃 クビ ５．８�
８１４ モリノマーケット 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆田中 博康森田 一夫氏 大和田 稔 浦河 大成牧場 ４８０ ―１：２７．８３ １７．６	
５９ サウスクリヨン 牡３黒鹿５６ 小林 淳一南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 本桐牧場 ４７４ ―１：２８．０１� １５．２

６１１ ゲームコンセプト 牡３芦 ５６ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ５０６ ―１：２８．１クビ ７．５�
２３ チャームクリーム 牝３黒鹿５４ 津村 明秀タマモ� 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ３９８ ―１：２８．２� １０６．９
３５ ヤマタケディガー 牡３栗 ５６ 柴山 雄一山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４４８ ―１：２８．３� １３．１�
７１２ ミヤコノモノガタリ 牡３黒鹿５６ 田面木博公吉田喜代司氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４９０ ―１：２８．８３ １１０．６�
５８ エフケージャガー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春布施 貞夫氏 本間 忍 新ひだか 加野牧場 ４７６ ―１：２９．４３� ８７．９�
２２ トーセンルナール 牝３黒鹿５４ 赤木高太郎島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３６ ―１：３０．０３� ４４．３�
６１０ キ ン セ ー ル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人グレイドレーシング組合 矢野 照正 日高 新井 昭二 ４１６ ―１：３１．３８ １６５．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，４３３，３００円 複勝： ２５，７９３，１００円 枠連： １９，２７４，５００円

普通馬連： ６１，６５５，０００円 馬単： ４３，２０５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９５５，３００円

３連複： ６８，６５２，３００円 ３連単： ９２，３５０，２００円 計： ３４６，３１９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � ８７０円 枠 連（４－８） ５６０円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� １，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ３，１６０円 �� ２，２００円

３ 連 複 ��� １１，５８０円 ３ 連 単 ��� ５２，８４０円

票 数

単勝票数 計 １６４３３３ 的中 � ３１５９７（２番人気）
複勝票数 計 ２５７９３１ 的中 � ４４６３２（２番人気）� ５７８７３（１番人気）� ５２２８（１１番人気）
枠連票数 計 １９２７４５ 的中 （４－８） ２５７３０（１番人気）
普通馬連票数 計 ６１６５５０ 的中 �� ５６３２０（１番人気）
馬単票数 計 ４３２０５９ 的中 �� １８３７０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９５５３ 的中 �� １７０３８（１番人気）�� １３５２（４０番人気）�� １９５８（３０番人気）
３連複票数 計 ６８６５２３ 的中 ��� ４３７８（４２番人気）
３連単票数 計 ９２３５０２ 的中 ��� １２９０（１６７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１２．４―１２．９―１３．０―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．７―３６．１―４９．０―１：０２．０―１：１４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オウロプレット �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００６．２．１２生 牡３青鹿 母 サルヴァドール 母母 カ リ テ ィ バ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 メジロバイス号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２８頭 アイビスランド号・アシュラオー号・イドゥナ号・インクルージョン号・ヴィルマール号・エヴァ号・

クリアーアゲン号・ゴールドドン号・サトノトップガン号・サルバドールワルツ号・シルクコンダクター号・
スペースモア号・ダッパージェム号・タマモハーバー号・テキーラサブマリン号・トーセンナパヌーク号・
トーセンライジング号・ハーバードペガサス号・ヒドゥンゴールド号・ベルモントワルツ号・ポスターバリュー号・
マルターズデライト号・マンテンノホシ号・ユノゾフィー号・ラッセラー号・リネンスマート号・レオフュージョン号・
レグルスハート号



０３００３ １月３１日 雨 不良 （２１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）

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

４８ サトノバロン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５１２＋ ４１：３９．４ ４．０�

６１１ シチコウキング 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥中村 泰三氏 藤原 辰雄 鵡川 桑原牧場 ４８４－ ４１：４０．４６ ４５．２�
４７ カズノロマン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸鈴木 可一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 ５１６＋ ２ 〃 ハナ １．９�
２４ アイスジャッカ 牡３鹿 ５６

５４ △丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 日高 島瀬 順一 ４８８± ０１：４０．７１� ７．２�
３５ リスクテーカー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠池谷 誠一氏 粕谷 昌央 三石 原口牧場 ４７２± ０１：４１．０１� １６．３�
１２ ケイアイシンドウ �３鹿 ５６ 柴山 雄一 �啓愛義肢材料販売所 秋山 雅一 新ひだか 松田 三千雄 B４９０＋１８１：４１．１� ３８．７�
５１０ シルクエスポワール 牡３栗 ５６ 大庭 和弥有限会社シルク大和田 稔 日高 加藤牧場 ４７２＋ ２１：４１．５２� １０２．１	
２３ アイファーラスカル 牡３鹿 ５６ 小野 次郎中島 稔氏 星野 忍 新ひだか 富岡 廣光 ４７８－ ４ 〃 クビ １０２．８

７１３ コナンビクトリー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎楠本 勝美氏 天間 昭一 浦河 山田 昇史 ４８６－ ６１：４１．６� １４２．７�
３６ スターノーブルマン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４９８－ ２１：４１．８１� ２５．８�
７１４ アリゾナジャガー 牡３鹿 ５６ 江田 照男 社台レースホース尾形 充弘 新ひだか 本桐牧場 ４６２＋ ２１：４２．１１� １３．９�
５９ テイエムクロヒョー 牡３青 ５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 日高 テイエム牧場門別分場 ４９２－ ８１：４２．２� ３４２．５�
１１ サマーブリリアント 牝３栗 ５４ 津村 明秀セゾンレースホース� 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム ４５６＋ ２１：４２．５１� １２６．７�
８１６ テラモマルゼン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�寺田工務店 柴崎 勇 新ひだか 澤田 嘉隆 ４８４－ ８ 〃 クビ ４１．６�
８１５ カネトシユーシャ 牡３栗 ５６ 村田 一誠兼松 利男氏 中川 公成 平取 船越 伸也 ４５４＋ ４１：４３．７７ ４３．７�
６１２ タツフェニックス 牡３芦 ５６ O．ペリエ 鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５４２－ ２１：４４．６５ ６８．７�
（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，９４３，０００円 複勝： ４０，９７１，７００円 枠連： ２５，６４２，５００円

普通馬連： ７３，８４２，９００円 馬単： ６２，９５４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４８７，８００円

３連複： ８７，２７３，８００円 ３連単： １５１，０６７，５００円 計： ４９２，１８３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １２０円 � ５６０円 � １１０円 枠 連（４－６） １，３３０円

普通馬連 �� ６，６００円 馬 単 �� １０，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� １４０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� １，９６０円 ３ 連 単 ��� ２２，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２２９４３０ 的中 � ４６１６３（２番人気）
複勝票数 計 ４０９７１７ 的中 � ９１４１８（２番人気）� ８１３９（７番人気）� １８０２７１（１番人気）
枠連票数 計 ２５６４２５ 的中 （４－６） １４３３０（６番人気）
普通馬連票数 計 ７３８４２９ 的中 �� ８２６５（１６番人気）
馬単票数 計 ６２９５４６ 的中 �� ４４５２（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４８７８ 的中 �� ３５２９（１７番人気）�� ７８４０１（１番人気）�� ５９１７（９番人気）
３連複票数 計 ８７２７３８ 的中 ��� ３２９６５（５番人気）
３連単票数 計１５１０６７５ 的中 ��� ４９７４（５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．８―３５．３―４７．９―１：０１．２―１：１４．２―１：２７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノバロン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．１１．１６ 東京３着

２００６．２．２３生 牡３黒鹿 母 シンデレラガール 母母 バーブスボールド ４戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タツフェニックス号は，平成２１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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 クリールラッキー号
※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。



０３００４ １月３１日 雨
（ 芝 ）不良
（ダート）不良（２１東京１）第１日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

２２ プライドイズハート 牡５鹿 ６０ 五十嵐雄祐水谷 精吾氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ５１０＋１２３：３２．２ ２３．０�

８１４ スプリングロック 牡４栗 ５９ 大庭 和弥加藤 春夫氏 沢 峰次 様似 清水 誠一 ４５２＋ ４３：３３．３７ ６５．４�
５８ ジョーネンボー 牡５栗 ６０ 高野 和馬泉 俊二氏 柴田 政人 門別 下河辺牧場 ５０４± ０３：３３．４� １０．９�
３４ サンベルナール 牡５鹿 ６０ 佐藤 聖也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田子 冬樹 新冠 斉藤 安行 ４６６＋１４３：３４．４６ １０．６�
１１ � ビービーライナー 牡４黒鹿５９ 柴田 未崎�坂東牧場 境 征勝 平取 高橋 啓 ４８６± ０３：３６．３大差 ７８．５�
７１２� トウカイエール 牡９青 ６０ 穂苅 寿彦内村 正則氏 後藤 由之 平取 びらとり牧場 ４８２＋ ４３：３６．５１ １．５	
５７ � ハシルペンチャン 牡５黒鹿６０ 柴田 大知齋藤 宏明氏 小林 常泰 平取 池田牧場 ４５０＋ ４３：３６．８２ １５５．７

７１１ サインオブゴッド 牡６栗 ６０ 宗像 徹木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４９０＋１０３：３７．４３� １８．７�
４５ � イールドハード 牡７鹿 ６０ 浜野谷憲尚中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別 木村牧場 ５２０＋２０３：３７．６１� ９５．４�
３３ � レオレクサス 牡５黒鹿６０ 水出 大介�レオ 田子 冬樹 新冠 武田 寛治 ４６６－ ８３：３７．８１ ４７．３
６１０� アイファーターボー 牡５黒鹿６０ 山本 康志中島 稔氏 星野 忍 浦河 馬道 隆 ４７８＋１２３：４３．７大差 １３４．１�
４６ ダイワアンリ 牡４鹿 ５９ 金子 光希大城 敬三氏 上原 博之 静内 千代田牧場 ４９８＋１４３：４５．０８ ５１．２�
８１３� カマーバンド 牝６芦 ５８ 鈴来 直人水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 ４８２－ ４３：５５．４大差 １４．３�
６９ ロードスウェアー �６鹿 ６０ 横山 義行 �ロードホースクラブ 土田 稔 新冠 �渡 信義 B４６８＋ ４ （競走中止） ７．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，８１６，４００円 複勝： ２５，８４８，９００円 枠連： １６，９４０，５００円

普通馬連： ４９，３２９，９００円 馬単： ４５，８６１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９２１，５００円

３連複： ５８，６８７，８００円 ３連単： １１２，９９８，０００円 計： ３４４，４０４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３００円 複 勝 � ６５０円 � ２，２５０円 � ４３０円 枠 連（２－８） ８，５１０円

普通馬連 �� ３２，３９０円 馬 単 �� ８５，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，６８０円 �� １，６１０円 �� ７，３２０円

３ 連 複 ��� ８９，３１０円 ３ 連 単 ��� ６４６，４６０円

票 数

単勝票数 計 １７８１６４ 的中 � ６１１７（７番人気）
複勝票数 計 ２５８４８９ 的中 � １０５２７（６番人気）� ２７７９（１０番人気）� １７０２８（３番人気）
枠連票数 計 １６９４０５ 的中 （２－８） １４７０（２０番人気）
普通馬連票数 計 ４９３２９９ 的中 �� １１２４（４８番人気）
馬単票数 計 ４５８６１３ 的中 �� ３９６（９６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９２１５ 的中 �� ６１６（４８番人気）�� ２６５０（１６番人気）�� ５６２（５０番人気）
３連複票数 計 ５８６８７８ 的中 ��� ４８５（１３５番人気）
３連単票数 計１１２９９８０ 的中 ��� １２９（７５４番人気）

上り １マイル １：５２．４ ４F ５５．１－３F ４０．６
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

プライドイズハート �
�
父 キングオブキングス �

�
母父 ダンスホール デビュー ２００６．７．１６ 新潟３着

２００４．３．２７生 牡５鹿 母 オールダンシーズ 母母 オールザイヤーズ 障害：２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔競走中止〕 ロードスウェアー号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症し，２周目４コーナーで騎手が落馬したため競走中止。



０３００５ １月３１日 曇 不良 （２１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）

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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１６ マイネルシュトルム 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 平山牧場 ４８０－ ４１：５４．９ ５．４�

３６ メジロルマン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�メジロ牧場 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４９０＋ ８１：５５．０� ６．４�
８１５ マツリダガッツ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠�橋 文枝氏 国枝 栄 日高 賀張三浦牧場 ４７２－ ２１：５５．１� ２．７�
７１４ ユキノセントウ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４３０－ ２１：５５．２� ２６．２�
６１２ スーパーイーグル 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太森川 満氏 武市 康男 三石 米田 和子 ４５６－１０１：５５．５２ ２３．１�
３５ スーパーシズクン 牡３鹿 ５６ 田面木博公袴田 精一氏 蛯名 信広 新ひだか 三宅牧場 ４９８± ０１：５５．６� ２６．１	
６１１ クリノメダリスト 牝３栗 ５４ 柴山 雄一栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４２＋ ４１：５５．７クビ １８．３

２４ トウショウザウルス 牡３栗 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１０－ ２１：５６．４４ ５５．９�
７１３ アルカディアシチー 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 日高 幾千世牧場 ５４４± ０１：５６．６１� １５６．４�
５９ メジロデューチン 牡３栃栗５６ 菊沢 隆徳�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺 メジロ牧場 ４３４＋１４１：５６．７� ２８３．０
５１０ ハ ノ マ ン 牡３芦 ５６ 田中 勝春加藤 信之氏 河野 通文 新冠 長浜 秀昭 ４３８＋ ２ 〃 ハナ １２８．９�
１１ ウ マ ザ イ ル 牡３黒鹿５６ 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２８＋１４１：５６．８クビ ４．０�
４８ マイネビアンカ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 大栄牧場 ４０８＋１４ 〃 ハナ １０３．４�
１２ クニノソウシ 牡３鹿 ５６

５４ △丸田 恭介�亀農園 浅野洋一郎 日高 佐々木 直孝 ４３０－ ２１：５６．９� ２５．４�
２３ ノアブレイク 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎佐山 公男氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 ４６０＋ ２１：５７．２１� ２４０．９�
４７ マイネフォリア 牝３鹿 ５４ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新ひだか 久井牧場 ４４２± ０１：５７．５２ ３１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，２８５，５００円 複勝： ３８，６９８，１００円 枠連： ３０，１７６，２００円

普通馬連： ９１，４６９，１００円 馬単： ６０，６１６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，８９６，５００円

３連複： ９６，３８９，０００円 ３連単： １５６，４４２，２００円 計： ５３０，９７２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（３－８） ５００円

普通馬連 �� １，７９０円 馬 単 �� ３，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ３５０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 ��� １４，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２６２８５５ 的中 � ３９０５６（３番人気）
複勝票数 計 ３８６９８１ 的中 � ５８６２４（３番人気）� ４５３１７（４番人気）� ９８６８４（１番人気）
枠連票数 計 ３０１７６２ 的中 （３－８） ４４８０５（２番人気）
普通馬連票数 計 ９１４６９１ 的中 �� ３７８９９（６番人気）
馬単票数 計 ６０６１６３ 的中 �� １３２４９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０８９６５ 的中 �� １１２００（６番人気）�� ２３６３８（２番人気）�� １５２６７（４番人気）
３連複票数 計 ９６３８９０ 的中 ��� ３７０１３（３番人気）
３連単票数 計１５６４４２２ 的中 ��� ７７７１（２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．９―５０．６―１：０４．２―１：１７．５―１：３０．０―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．４

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルシュトルム �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 Prego デビュー ２００８．１１．２４ 京都１１着

２００６．４．１５生 牡３栗 母 スリリングディ 母母 Leica Pretender ５戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アポロリバティー号
（非抽選馬） ３頭 シーアンムーン号・ストライクラプター号・マイパンプキン号



０３００６ １月３１日 曇 不良 （２１東京１）第１日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

７９ ハシッテホシーノ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４４８－ ６２：３５．１ ８．１�

３３ ピサノカルティエ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠市川 義美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８８± ０２：３５．３１ ５．２�
６８ ニシノルーファス 牝３鹿 ５４ 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 鵡川 西山牧場 ４４８－ ２２：３５．５１� １１．６�
４４ トレジャーバトル 牡３栗 ５６ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４６４－ ４２：３５．６� １０．０�
７１０ リ コ リ ス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義横手 信一氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４８４－ ４２：３５．７クビ １７．８�
２２ ピサノエグゼ 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５３６± ０２：３５．８� ２．３�

（仏）

６７ ネ コ パ ン チ 牡３黒鹿５６ 赤木高太郎桐谷 茂氏 小林 常泰 浦河 大道牧場 B４６０± ０２：３６．２２� ３４．２�
８１１ コスモディアナ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 	ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 白井牧場 ４６２± ０ 〃 クビ １００．７

８１２ ヤマニンバッスル 牡３鹿 ５６ 横山 典弘土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４８０－ ２２：３７．２６ ６．８�
１１ 	 リバーインバウンド 牝３栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗河越 武治氏 星野 忍 浦河 日向牧場 ４４４± ０２：３７．８３� ３８．１�
５６ メジロポッター 牡３鹿 ５６ 中舘 英二	メジロ牧場 奥平 雅士 門別 戸川牧場 ５０６－ ２２：３７．９� １９．９
５５ プ ラ ク シ ス 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 	ノースヒルズマネ

ジメント 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２± ０２：３８．５３� １３０．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２９，９４２，１００円 複勝： ４４，０５４，２００円 枠連： ２０，０７６，６００円

普通馬連： １００，９５１，５００円 馬単： ６８，８０７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，６５２，４００円

３連複： ９９，９７０，８００円 ３連単： １８１，４２０，１００円 計： ５７４，８７５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ３１０円 � ２１０円 � ２６０円 枠 連（３－７） １，１５０円

普通馬連 �� ２，４７０円 馬 単 �� ４，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ８９０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� ３６，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２９９４２１ 的中 � ２９２４５（４番人気）
複勝票数 計 ４４０５４２ 的中 � ３５１５３（６番人気）� ６３６３１（２番人気）� ４３７２９（４番人気）
枠連票数 計 ２００７６６ 的中 （３－７） １２９７１（５番人気）
普通馬連票数 計１００９５１５ 的中 �� ３０２６０（１１番人気）
馬単票数 計 ６８８０７３ 的中 �� １０３３５（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９６５２４ 的中 �� ７９１８（１５番人気）�� ８２３４（１４番人気）�� ９３６７（８番人気）
３連複票数 計 ９９９７０８ 的中 ��� １４３００（１８番人気）
３連単票数 計１８１４２０１ 的中 ��� ３６６６（１３０番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．１―１３．０―１３．１―１３．２―１３．４―１３．９―１３．３―１２．９―１２．３―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．１―２５．２―３８．２―５１．３―１：０４．５―１：１７．９―１：３１．８―１：４５．１―１：５８．０―２：１０．３―２：２２．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハシッテホシーノ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Highest Honor デビュー ２００８．１０．１２ 東京５着

２００６．３．２生 牝３鹿 母 ア ド マ イ ス 母母 Admiration ３戦２勝 賞金 １２，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０３００７ １月３１日 曇 不良 （２１東京１）第１日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

５９ ハクバドウジ 牡４芦 ５６ 赤木高太郎�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５２４＋１０１：２４．７ １１．８�

３６ � ハピネスフォーユー 牝４栗 ５４ 田辺 裕信飯田 正剛氏 久保田貴士 米 Dr. Masa-
take Iida B４９２－ ２１：２４．８� １０．４�

１１ スプリングルーシー 牝４鹿 ５４ 福永 祐一加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 ４７０＋１６１：２４．９� ２２．５�
７１４	 アルフェラッツ 牝５鹿 ５５

５２ ▲草野 太郎山下 恭茂氏 天間 昭一 浦河 山下 恭茂 ４９２± ０１：２５．１１
 ４４．１�
１２ コメンテーター 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ５３２＋ ２１：２５．３１� ６６．９�
２３ � ド ゥ ー エ ン 牡４鹿 ５６ O．ペリエ �大樹ファーム 白井 寿昭 米 EMF Brood-

mares２００４ ４４０＋ ２１：２５．８３ ４．０�
（仏）

４８ ドリームシャドウ 牡４芦 ５６ 藤田 伸二セゾンレースホース	 堀井 雅広 静内 岡田スタツド ５０８－ ２１：２５．９� ２．４

６１１ シャフツレディ 牝４鹿 ５４

５２ △丸田 恭介�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５１２＋ ６１：２６．２２ １１．２�
３５ 	 ベルモントバレット 牡６鹿 ５７ 横山 義行 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム ４４２± ０１：２６．５１� １９８．０�
８１５ ロッソトウショウ 牝４栗 ５４ 岩田 康誠トウショウ産業	 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６６＋１６１：２７．４５ １２．２
６１２	 フローラルシーズン 牝５栗 ５５ 中舘 英二鳴田 啓志氏 石栗 龍彦 静内 静内山田牧場 ４２８－ ８１：２７．７１� ７９．７�
５１０ キスアンドクライ 牝４黒鹿５４ 内田 博幸�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４７６＋１４ 〃 クビ １８．０�
８１６ ニュージェットラン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩本間 茂氏 柴田 政人 浦河 野表 春雄 ４７４＋２６１：２８．０２ ３０．８�
２４ トゥルーノース 牡５栗 ５７ 蛯名 正義広尾レース	 二ノ宮敬宇 浦河 富菜牧場 ５０２＋１２１：２８．６３� ２５．３�
４７ 	 ヒ ロ コ 牝４鹿 ５４ 佐藤 聖也馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 大江牧場 ４３４－ ９１：２８．７クビ １３７．２�
７１３	 トラストエース 牡５鹿 ５７ 田中 勝春菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 桑田牧場 ４７０＋１５１：４２．７大差 ２７５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，３７８，９００円 複勝： ４１，０８４，１００円 枠連： ２５，７０１，３００円

普通馬連： １００，６２２，８００円 馬単： ６４，２３１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，７９５，０００円

３連複： １０２，０９２，０００円 ３連単： １７６，４３２，９００円 計： ５６８，３３８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１８０円 複 勝 � ３８０円 � ３７０円 � ６９０円 枠 連（３－５） ２，５８０円

普通馬連 �� ４，１１０円 馬 単 �� ９，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５２０円 �� ２，５９０円 �� ２，６３０円

３ 連 複 ��� ２８，１７０円 ３ 連 単 ��� １６８，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２６３７８９ 的中 � １７６６０（５番人気）
複勝票数 計 ４１０８４１ 的中 � ３００６６（４番人気）� ３０６２４（３番人気）� １４５７２（８番人気）
枠連票数 計 ２５７０１３ 的中 （３－５） ７３７６（１３番人気）
普通馬連票数 計１００６２２８ 的中 �� １８０７５（１５番人気）
馬単票数 計 ６４２３１３ 的中 �� ５０７２（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１７９５０ 的中 �� ５２２１（１６番人気）�� ３０１０（２８番人気）�� ２９５３（３０番人気）
３連複票数 計１０２０９２０ 的中 ��� ２６７５（８８番人気）
３連単票数 計１７６４３２９ 的中 ��� ７７５（４７３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．７―１２．３―１２．２―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．８―４７．１―５９．３―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクバドウジ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００８．３．８ 中山７着

２００５．５．１７生 牡４芦 母 ベルベットスマイル 母母 Velvet Touch ８戦２勝 賞金 １７，７５０，０００円
〔その他〕 トラストエース号は，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。
※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。
（非抽選馬） ５頭 アプローチアゲン号・ゴールディーロック号・シャススプリーン号・ブルーヴァンパイヤ号・マルターズマゼル号
※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。



０３００８ １月３１日 曇 不良 （２１東京１）第１日 第８競走 ��
��２，１００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

３５ メイショウゲンスイ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５０８＋ ４２：１０．０ ６．８�

５１０ アドマイヤダンク 牡５栗 ５７ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１０－ ６２：１０．２１� ９．４�
２４ トーセンゴライアス 牡５芦 ５７ 柴山 雄一島川 �哉氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム ５５２－ ８２：１０．５２ ２０．１�
４７ ジャンバルジャン 牡５栗 ５７ 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 B４４４＋ ２２：１０．７１� １．６�
１２ ラ ン キ ン グ 牡６栗 ５７

５４ ▲宮崎 北斗塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 今井 秀樹 ４８６± ０２：１０．９１� ４８１．２�
６１１	 アルファオリオン 牡６鹿 ５７ 田中 勝春	貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４６４± ０２：１１．０
 １５．９

３６ シビルウォー 牡４鹿 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２２：１１．１クビ ９．０�
６１２ ローランウェルズ 牡６鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真斉藤 敏博氏 岩戸 孝樹 浦河 秋場牧場 ５０２＋ ２２：１１．４１
 １７５．６�
５９ 	 クリノダイマオー 牡７黒鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人栗本 博晴氏 高市 圭二 早来 ノーザンファーム B５０２＋ ４２：１１．５� ３６８．４
７１３ コスモアブソルート 牡７黒鹿 ５７

５５ △丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 八木農場 ４９０－ ６２：１１．６� ５３．９�
２３ � エイシンハンコック 牡６黒鹿５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４６６－１２２：１１．７� １９．３�
１１ ビッグスワン 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義臼倉 勲氏 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 ５０２－ ２２：１１．８
 ５９．６�
８１５� ティズインパルス 牡６鹿 ５７ 松岡 正海鷹野 馨氏 池江 泰寿 米 John T.

Crane Jr. ４８２－ ２２：１１．９
 ９６．７�
４８ ユーガットテースト 牡６黒鹿５７ 石橋 脩臼田 浩義氏 清水 利章 千歳 社台ファーム ４８２± ０２：１２．０クビ １１６．６�
７１４ メジロアルタイス 牡５芦 ５７ 小野 次郎�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１８± ０２：１２．２１ ５７．８�
８１６ ペ イ デ イ �７栗 ５７ 中舘 英二齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２２：１２．３
 ８０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，２７３，８００円 複勝： ６７，７０１，３００円 枠連： ３３，８２８，６００円

普通馬連： １３３，１２４，９００円 馬単： １０１，７０６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，２３８，９００円

３連複： １３３，８０６，２００円 ３連単： ２７５，２８５，１００円 計： ８２９，９６５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２４０円 � ３３０円 � ５００円 枠 連（３－５） １，６２０円

普通馬連 �� ３，１６０円 馬 単 �� ５，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� １，３４０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� １２，９９０円 ３ 連 単 ��� ６７，３４０円

票 数

単勝票数 計 ４１２７３８ 的中 � ４７８４１（２番人気）
複勝票数 計 ６７７０１３ 的中 � ８４７２６（２番人気）� ５３６５３（４番人気）� ３１９３６（６番人気）
枠連票数 計 ３３８２８６ 的中 （３－５） １５４２４（６番人気）
普通馬連票数 計１３３１２４９ 的中 �� ３１１４２（８番人気）
馬単票数 計１０１７０６９ 的中 �� １２６５３（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３２３８９ 的中 �� １１３６２（１１番人気）�� ７９８３（１３番人気）�� ４４６７（２１番人気）
３連複票数 計１３３８０６２ 的中 ��� ７６０４（３６番人気）
３連単票数 計２７５２８５１ 的中 ��� ３０１７（１７５番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．０―１２．４―１２．６―１２．１―１２．２―１２．９―１２．５―１２．３―１２．２―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．１―３０．５―４３．１―５５．２―１：０７．４―１：２０．３―１：３２．８―１：４５．１―１：５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウゲンスイ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００７．４．８ 福島７着

２００４．３．２９生 牡５鹿 母 メイジノジョケツ 母母 フォーシングビッド ２１戦４勝 賞金 ７５，０９５，０００円



０３００９ １月３１日 曇 不良 （２１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３５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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

５７ サ ン カ ル ロ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８６＋ ２１：２５．０ ３．３�

７１１ スガノメダリスト 牡３栗 ５７ 蛯名 正義菅原 光博氏 大和田 稔 三石 田上 稔 ４７２± ０１：２５．２１� ８．８�
６９ アイアンデューク 牡３芦 ５６ 石橋 脩栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４６０＋ ２１：２５．４１� ２３．１�
７１０ タイガーストーン 牡３鹿 ５７ 後藤 浩輝後藤 繁樹氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ４９２－ ２１：２５．６１� １９．２�
２２ ツクバホクトオー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４８８＋２０１：２５．７� ９．１�
５６ ダブルウェッジ 牡３鹿 ５７ 内田 博幸深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ５４０＋ ６ 〃 クビ ３．７�
８１３ ジョーカプチーノ 牡３芦 ５６ 中舘 英二上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ４９０－１４１：２６．１２	 １９．２	
３３ オメガユリシス 牡３鹿 ５７ 横山 典弘原 
子氏 坂本 勝美 浦河 桑田 正己 ４６０－１６１：２６．２� ２４．８

４５ メジロチャンプ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ４９２－ ２１：２６．４１	 １２．９�
８１２� トップオブピーコイ 牡３青鹿５６ O．ペリエ 横瀬 兼二氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４７０－ ４１：２６．５� ９２．０

（仏）

４４ グローリールピナス 牝３栃栗５４ 岩田 康誠大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４４４＋１２１：２６．７１� ６．６�
１１ � ス マ ー ト ン 牡３鹿 ５６ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 ４９６－２０１：２７．５５ ４５．９�
６８ ストロングポイント 牡３芦 ５６ 藤田 伸二畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 ４５０－１４１：３１．４大差 ９４．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４４，３１３，１００円 複勝： ７１，４９３，６００円 枠連： ４５，０６１，７００円

普通馬連： １８６，１９５，８００円 馬単： １０７，６０８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，１４３，２００円

３連複： １８４，８５５，６００円 ３連単： ３６８，５６２，２００円 計： １，０５９，２３３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ２５０円 � ４７０円 枠 連（５－７） ４８０円

普通馬連 �� １，５９０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� １，３４０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� ７，８５０円 ３ 連 単 ��� ３２，４３０円

票 数

単勝票数 計 ４４３１３１ 的中 � １０７０８８（１番人気）
複勝票数 計 ７１４９３６ 的中 � １５８９７６（１番人気）� ７０８８０（４番人気）� ３１６０７（８番人気）
枠連票数 計 ４５０６１７ 的中 （５－７） ６９８５７（２番人気）
普通馬連票数 計１８６１９５８ 的中 �� ８６７１３（６番人気）
馬単票数 計１０７６０８１ 的中 �� ２９８１２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１１４３２ 的中 �� ２１６６２（５番人気）�� ９２７８（１６番人気）�� ５８５０（２８番人気）
３連複票数 計１８４８５５６ 的中 ��� １７３８２（２８番人気）
３連単票数 計３６８５６２２ 的中 ��� ８３８９（９７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．８―３５．７―４８．０―１：００．１―１：１２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３７．０
３ ４，５（１，６，１３）７（２，１１）３（１０，１２）８，９ ４ ４（５，６）１３（１，７）（２，１１）３，１２，１０，９－８

勝馬の
紹 介

サ ン カ ル ロ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２００８．１０．１９ 東京１着

２００６．２．５生 牡３黒鹿 母 デ ィ ー バ 母母 ミスセクレト ５戦２勝 賞金 ４１，７９３，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ストロングポイント号は，平成２１年２月２８日まで平地競走に出走できない。
※アイアンデューク号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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３１日 曇 不良 （２１東京１）第１日 第１０競走 ��
��１，４００�

しゅんぼう

春望ステークス
発走１５時１０分 （ダート・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

４８ ヒシオフェンス 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 パカパカ
ファーム ５０６＋ ６１：２３．０ ３．７�

２３ ケイアイスイジン 牡４栗 ５６ 的場 勇人 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ４７２± ０１：２３．１� ６６．６�
５９ ワンダーポデリオ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４６８－ ６１：２３．３１ ４．１�
６１２� ミスターモナルコス 牡５鹿 ５７ O．ペリエ 加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn

Farm, Inc. B４８０－ ８１：２３．６１	 １１．２�
（仏）

４７ タイキシルバー 牡８芦 ５７ 大庭 和弥�大樹ファーム 清水 美波 大樹 大樹ファーム B５１４－ ２１：２３．８１
 ３８．３�
８１６� セ レ ス ケ イ 牡６鹿 ５７ 吉田 豊岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５４６＋１４１：２３．９	 ８３．５	
７１４ シャインウェーヴ 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二臼田 浩義氏 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４６６－ ８１：２４．０クビ ３６．５

２４ サンマルセイコー 牝６黒鹿５５ 大野 拓弥相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９２＋ ２ 〃 クビ ９９．３�
７１３� ギシアラバストロ 牡５青鹿５７ 内田 博幸吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-

agement, LLC ４９２＋ ４１：２４．２１
 ９．４�
１２ � タガノシャンハイ 牡７栗 ５７ 小野 次郎八木 良司氏 湯窪 幸雄 浦河 山口 義彦 ５２６－ ２１：２４．４１� ７０．５
８１５� アドマイヤゴルゴ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４９０± ０１：２４．５� ７．０�
５１０ ラインストーム 牡５芦 ５７ 津村 明秀大澤 繁昌氏 松永 昌博 静内 高橋 修 B４７６－ ８１：２５．２４ ２８．８�
６１１� ハイエモーション 牡４栗 ５６ 武 豊前田 幸治氏 萩原 清 米 Sabrina

Plumley ４７２＋ ４１：２５．９４ ４．５�
３５ メイショウディオ 牡７鹿 ５７ 赤木高太郎松本 好雄氏 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ５８０± ０１：２６．６４ ２５２．１�
３６ シルクプラチナム 牡６芦 ５７ 丸田 恭介有限会社シルク尾形 充弘 早来 ノーザンファーム B５３２＋１２１：２６．７� ３７．２�
１１ � タイキダイナスティ 牡１０栗 ５７ 横山 義行�大樹ファーム 土田 稔 米 Taiki Farm B５３６＋２０１：２６．９１
 １５９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，６４７，３００円 複勝： ６７，３２５，３００円 枠連： ４５，５９６，９００円

普通馬連： ２２８，４９９，１００円 馬単： １３０，９５６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，１４８，８００円

３連複： ２２３，５０９，８００円 ３連単： ４５９，５７３，９００円 計： １，２５３，２５７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � １，０１０円 � １８０円 枠 連（２－４） ５，５２０円

普通馬連 �� ９，７７０円 馬 単 �� １６，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０１０円 �� ３００円 �� ３，１３０円

３ 連 複 ��� １２，６６０円 ３ 連 単 ��� ９２，０２０円

票 数

単勝票数 計 ４１６４７３ 的中 � ９０８２１（１番人気）
複勝票数 計 ６７３２５３ 的中 � １４２７３４（１番人気）� １１９０８（１１番人気）� １１４７１８（２番人気）
枠連票数 計 ４５５９６９ 的中 （２－４） ６０９８（１４番人気）
普通馬連票数 計２２８４９９１ 的中 �� １７２６２（２６番人気）
馬単票数 計１３０９５６６ 的中 �� ５８５７（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６１４８８ 的中 �� ６３２３（２２番人気）�� ５５２２０（１番人気）�� ４００４（３２番人気）
３連複票数 計２２３５０９８ 的中 ��� １３０３３（３５番人気）
３連単票数 計４５９５７３９ 的中 ��� ３６８６（２４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．２―４７．１―５８．５―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシオフェンス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Catrail デビュー ２００８．１．１９ 中山１着

２００５．３．４生 牡４栗 母 オージーカンパニー 母母 Irish Company ９戦４勝 賞金 ５３，８９９，０００円
〔その他〕 メイショウディオ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウディオ号は，平成２１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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 ウエスタンマックス号・オヤマハリケーン号・スリーセブンスピン号・ダイイチミラクル号・タマモグレアー号・

ノーリプライ号・ピサノデイラニ号・ヒシハイグレード号・ビッグポパイ号・ホッカイラブリー号・
マルターズマッシブ号・レオエンペラー号

※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。



０３０１１ １月３１日 曇 不良 （２１東京１）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第５９回東 京 新 聞 杯（ＧⅢ）

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 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００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

３６ アブソリュート 牡５黒鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：３６．９ １１．７�

７１４ キャプテンベガ 牡６黒鹿５６ 吉田 豊吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ２１：３７．１１ ５０．１�
１２ スマイルジャック 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４７８＋ ２１：３７．４２ １７．０�
２４ リザーブカード 牡６鹿 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ６１：３７．６１� １５．２�
４７ ゲイルスパーキー 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ５０４＋ ２ 〃 クビ ３０．７�
６１２ タマモサポート 牡６鹿 ５７ 津村 明秀タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ４８４＋ ２１：３７．７クビ ４．０	
５１０ リキッドノーツ 牡８黒鹿５６ 石橋 脩臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５２０± ０１：３７．９１	 ４５．８

８１５ タケミカヅチ 牡４鹿 ５５ 武 豊 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ５１４－ ４１：３８．０
 １５．５�
２３ ショウワモダン 牡５鹿 ５６ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５２８± ０１：３８．１	 １２．２�
８１６ キストゥヘヴン 牝６鹿 ５５ 藤田 伸二吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４３８＋ ８１：３８．２クビ ２６．９
５９ マルカシェンク 牡６黒鹿５７ 福永 祐一河長産業� 河内 洋 千歳 社台ファーム ４９６－ ８１：３８．６２	 ８．８�
４８ トップガンジョー 牡７栗 ５６ 柴山 雄一河内 孝夫氏 和田 正道 新冠 ハシモトフアーム ５１６＋１０１：３８．７	 １４１．０�
３５ ローレルゲレイロ 牡５青鹿５７ 四位 洋文 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６８－ ２ 〃 アタマ ４．４�
７１３� ファストロック 牡５栗 ５６ O．ペリエ 広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Quay

Bloodstock ５００± ０１：３８．８	 ２４．６�
（仏）

６１１ サイレントプライド 牡６栗 ５８ 横山 典弘 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９８＋ ６１：４０．１８ ８．４�
１１ ショウナンアルバ 牡４鹿 ５５ 松岡 正海国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４９４＋ ８１：４０．２	 ２８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３５，０７１，９００円 複勝： １９１，２１７，０００円 枠連： １６０，２２７，５００円

普通馬連： ８２３，４６２，１００円 馬単： ４１５，０８５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９２，９４８，６００円

３連複： ９０５，２８９，１００円 ３連単： １，８３９，３３６，５００円 計： ４，６６２，６３７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � ４６０円 � １，５３０円 � ５９０円 枠 連（３－７） ２，８３０円

普通馬連 �� ２７，１００円 馬 単 �� ４３，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，６８０円 �� ３，１００円 �� ８，８００円

３ 連 複 ��� １３９，８３０円 ３ 連 単 ��� ８８８，９６０円

票 数

単勝票数 計１３５０７１９ 的中 � ９１４３７（５番人気）
複勝票数 計１９１２１７０ 的中 � １１６１２８（６番人気）� ３０７４０（１５番人気）� ８６３０８（９番人気）
枠連票数 計１６０２２７５ 的中 （３－７） ４１９００（１４番人気）
普通馬連票数 計８２３４６２１ 的中 �� ２２４２５（８２番人気）
馬単票数 計４１５０８５０ 的中 �� ７１１４（１４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９２９４８６ 的中 �� ６１５９（８８番人気）�� １５５１４（４２番人気）�� ５３６５（９３番人気）
３連複票数 計９０５２８９１ 的中 ��� ４７７８（３６１番人気）
３連単票数 計１８３９３３６５ 的中 ��� １５２７（２０８２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．０―４７．２―５９．４―１：１１．６―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

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 デビュー ２００７．１．２７ 東京１着

２００４．３．７生 牡５黒鹿 母 プライムステージ 母母 ダイナアクトレス １２戦６勝 賞金 １１３，８３４，０００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。
（非抽選馬） ７頭 シンゲン号・スパイン号・ダンスフォーウィン号・ナカヤマパラダイス号・ピサノパテック号・フサイチアソート号・

マイネルポライト号
※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３１日 曇 不良 （２１東京１）第１日 第１２競走 ��１，３００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

３４ イチライタッチ 牡７黒鹿５７ 柴山 雄一市来 静夫氏 天間 昭一 浦河 鈴木 武蔵 B５００＋ ４１：１７．５ １０３．１�

２２ メイショウヨシヒサ 牡６黒鹿５７ 福永 祐一松本 好�氏 武 邦彦 浦河 信岡牧場 ４７０－ ６１：１７．７１ ５．７�
８１４ アポロラムセス 牡４芦 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ５００－ ２ 〃 クビ ２．３�
６１０ ガッサンルーブル 牡８鹿 ５７ 赤木高太郎西村 專次氏 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ５４０± ０１：１７．９１� ３３．５�
７１３ リンリンリン 牡５鹿 ５７ 内田 博幸榮 義則氏 森 秀行 門別 三城牧場 B４７０± ０ 〃 クビ ５．３�
６１１ ロックリヴァー 牡６鹿 ５７ 津村 明秀福島 徳佑氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４６６＋ ２１：１８．０� ２３．６�
２３ ドリームスカイラブ 牡４黒鹿 ５６

５５ ☆田中 博康セゾンレースホース	 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ５００＋１０１：１８．３１� １２．５

１１ セイカアレグロ 牡４鹿 ５６ 木幡 初広久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５０２± ０ 〃 アタマ ２４．３�
４６ ソブリンブライト 牡７鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗�藤沢牧場 田 研二 静内 藤沢牧場 ４７８－ ６１：１８．６１� １８３．１�
７１２ デ ュ ヴ ァ ル 牡８鹿 ５７ O．ペリエ �サンデーレーシング 村山 明 早来 ノーザンファーム ５３６－１０ 〃 クビ ８．９�

（仏）

３５ � グラインダー 牡６栗 ５７ 小林 久晃 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４７８± ０１：１８．７クビ ９８．０�

４７ � フィンマックール 牡６黒鹿 ５７
５５ △丸田 恭介野村 春行氏 浅野洋一郎 新冠 若林牧場 ４８８－１０１：１８．９１� ４９．７�

５８ セイウンマル 牡６黒鹿５７ 大野 拓弥西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４７４＋ ８ 〃 クビ ２１．８�
５９ ウェディングライト 牝５芦 ５５ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４３８± ０１：１９．０� １８．９�
８１５� マ ル タ ラ ヴ 牡７鹿 ５７ 岩田 康誠松浦 太郎氏 鈴木 勝美 新冠 村上牧場 B４５４＋ ２１：１９．３１� ９６．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５０，３５６，０００円 複勝： ６４，２２０，７００円 枠連： ６０，９１３，６００円

普通馬連： ２０４，４５８，２００円 馬単： １３１，７９７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，８５８，１００円

３連複： ２１８，６０７，０００円 ３連単： ４８９，８９９，６００円 計： １，２８１，１１０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，３１０円 複 勝 � １，４８０円 � ２１０円 � １４０円 枠 連（２－３） ６，８９０円

普通馬連 �� １７，４４０円 馬 単 �� ５９，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，８３０円 �� ２，３７０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １３，７９０円 ３ 連 単 ��� １９１，４００円

票 数

単勝票数 計 ５０３５６０ 的中 � ３８５０（１４番人気）
複勝票数 計 ６４２２０７ 的中 � ７５４４（１４番人気）� ７７７４３（３番人気）� １７１１３０（１番人気）
枠連票数 計 ６０９１３６ 的中 （２－３） ６５２７（２１番人気）
普通馬連票数 計２０４４５８２ 的中 �� ８６５６（４６番人気）
馬単票数 計１３１７９７５ 的中 �� １６２６（１１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０８５８１ 的中 �� ２８６９（４８番人気）�� ５９４１（３１番人気）�� ４５９１７（２番人気）
３連複票数 計２１８６０７０ 的中 ��� １１７０２（４８番人気）
３連単票数 計４８９８９９６ 的中 ��� １８８９（５１７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．１―２９．７―４１．６―５３．８―１：０５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イチライタッチ �
�
父 ロイヤルタッチ �

�
母父 アレミロード デビュー ２００４．１０．１１ 東京４着

２００２．５．５生 牡７黒鹿 母 トキオラブリー 母母 クイーンズウエザー ４１戦４勝 賞金 ５３，８３６，０００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。



（２１東京１）第１日 １月３１日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２７１，７５０，０００円
１９，５００，０００円
１，９００，０００円
２７，８２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，４７９，０００円
５，６５２，８００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
４６９，５４１，５００円
７０６，１８９，３００円
５０５，６８３，５００円
２，１２２，９３３，１００円
１，２７９，５４１，１００円
５８３，５５９，０００円
２，２６４，９５２，９００円
４，４２０，４７４，１００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １２，３５２，８７４，５００円

総入場人員 ２３，４７５名 （有料入場人員 ２２，９９１名）




