
０３００１ １月３０日 晴 良 （２２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

１１ セイウンエンドラン 牝３栗 ５４ 田中 勝春西山 茂行氏 小西 一男 浦河 山口 義彦 ５３８－ ６１：２８．０ １．７�

５１０ ハニーカラー 牝３栗 ５４
５１ ▲伊藤 工真 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４０＋ ４ 〃 クビ ９．４�

４７ トレノローザ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４１４－ ６１：２８．４２� １１．８�
８１６ ディアコトミ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３２－ ２１：２８．６１� １０４．９�
７１４ ロ ジ ガ ー ル 牝３鹿 ５４ 横山 典弘久米田正明氏 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム ４３６＋１０１：２８．８１� １４．５�
３６ プ ロ ポ ー ズ 牝３鹿 ５４ C．ルメール 河村 祥史氏 鹿戸 雄一 浦河 吉田 又治 ４６０± ０１：２８．９クビ ８．８�

（仏）

４８ タマモワルツ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹タマモ	 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４７０± ０ 〃 クビ １３６．９

１２ タツフラワー 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一鈴木 昭作氏 根本 康広 新ひだか 株式会社平井牧場 ４４８＋ ４１：２９．４３ ３２３．２�
２３ チェリッシュ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥伊東 純一氏 牧 光二 日高 ヤナガワ牧場 B４４２－ ２ 〃 クビ ２４４．６�
２４ トウカイライフ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４２８＋ ４１：２９．５� ４５．８
６１２ シルクミライ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４３０－ ２ 〃 ハナ ２３．６�
７１３ スコアズビー 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４３６－ ６１：２９．７１ ７．４�
３５ アーティカル 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣�三嶋牧場 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ４５０＋ ８１：２９．９１� ８２．７�
６１１ ハ ナ ム ラ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀青木 基秀氏 鈴木 伸尋 日高 グリーンヒルスタッド ４５０－ ２１：３０．２２ ４８５．７�
５９ アイキボウユウキ 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成齊藤四方司氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４４６－ ８１：３２．７大差 １７．０�
８１５ トワノロジータ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人永田 清男氏 高木 登 新冠 越湖牧場 ５１０－１２１：３４．９大差 ５０６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１８８，６００円 複勝： ３８，６３６，３００円 枠連： １９，５５３，７００円

普通馬連： ６６，４８２，３００円 馬単： ４６，９４８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６２４，５００円

３連複： ８５，９２８，０００円 ３連単： １２９，０６５，５００円 計： ４３４，４２６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ２２０円 枠 連（１－５） ４９０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３２０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，４８０円 ３ 連 単 ��� ４，８００円

票 数

単勝票数 計 ２２１８８６ 的中 � １０３９６７（１番人気）
複勝票数 計 ３８６３６３ 的中 � １３２５６５（１番人気）� ５４４８１（２番人気）� ３４０８２（５番人気）
枠連票数 計 １９５５３７ 的中 （１－５） ２９６８８（２番人気）
普通馬連票数 計 ６６４８２３ 的中 �� ６９１５１（２番人気）
馬単票数 計 ４６９４８０ 的中 �� ３４４０３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６２４５ 的中 �� ２３５４０（１番人気）�� ２１１８６（２番人気）�� ７９３０（６番人気）
３連複票数 計 ８５９２８０ 的中 ��� ４２９８９（１番人気）
３連単票数 計１２９０６５５ 的中 ��� １９８４６（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．６―３６．６―４９．４―１：０２．６―１：１５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンエンドラン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．１．９ 中山２着

２００７．３．７生 牝３栗 母 ランディスティニー 母母 キャロットウイン ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トワノロジータ号は，平成２２年２月２８日まで平地競走に出走できない。
※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３０日 晴 良 （２２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）

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

３６ ノ ボ ク ン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４７６± ０１：２７．３ １８．４�

１１ シンボリルルド 牡３鹿 ５６ 北村 宏司シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４５４－ ８１：２７．５１� １９．９�
４８ センジンジョー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４３２＋ ２１：２８．０３ ４．２�
２３ ディーエスブリスク 牡３鹿 ５６ 田中 勝春秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 富菜牧場 ４７６－ ２１：２８．１� ４８．８�
２４ シングンデパーチャ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣伊坂 重憲氏 本間 忍 浦河 三枝牧場 ５１４－１２１：２８．２� ４３．４�
６１２ メイフィールド 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠千明牧場 武藤 善則 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８－１０ 〃 アタマ ２２．４�
８１６ ア ヌ エ ヌ エ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４４６± ０１：２８．３クビ １３．６	
１２ ディアブリッジ 牝３黒鹿５４ C．ルメールディアレスト 畠山 吉宏 日高 新井 昭二 ４４４－ ６１：２８．４� １４．２


（仏）

４７ テルザトゥルース 牡３栗 ５６ 木幡 初広 �オリオンファーム牧 光二 日高 オリオンファーム ４９２＋ ６１：２８．６１� ２９．１�
５９ セレスティアル 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �サンデーレーシング 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４４６－ ６１：２８．８１� １８．１
３５ アズマダイマジン 牡３栗 ５６ 大庭 和弥東 哲次氏 武市 康男 平取 高橋 啓 B４４６－ ８ 〃 クビ ２７１．７�
６１１ アドレッセンス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：２９．０１� ２．６�
８１５ フジマサキングダム 牡３黒鹿５６ 武士沢友治藤原 正一氏 佐々木亜良 青森 イズモリファーム ４７４± ０ 〃 クビ ４８１．０�
５１０ ドラゴンハンター 牡３青鹿５６ 江田 照男櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 ４６８－１４１：２９．９５ ２１３．６�
７１４ チャーミーベル 牝３芦 ５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 保田 一隆 青森 一山育成牧場 ４２０± ０１：３０．０� ８０８．９�
７１３ ゴールインマーク 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�ミルファーム 小笠 倫弘 浦河 ミルファーム ４８６＋ ２ （競走中止） ５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，３７２，８００円 複勝： ３２，９３８，５００円 枠連： １８，６６７，３００円

普通馬連： ６３，３５０，１００円 馬単： ４２，４１９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０７３，３００円

３連複： ７８，６２３，４００円 ３連単： １１３，２６８，３００円 計： ３９１，７１３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８４０円 複 勝 � ５６０円 � ６２０円 � １９０円 枠 連（１－３） ４，５９０円

普通馬連 �� １３，８５０円 馬 単 �� ３４，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１８０円 �� １，２７０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ２２，０５０円 ３ 連 単 ��� ２０６，４１０円

票 数

単勝票数 計 １８３７２８ 的中 � ７９０３（７番人気）
複勝票数 計 ３２９３８５ 的中 � １３６９７（７番人気）� １２０７８（８番人気）� ６０３３６（２番人気）
枠連票数 計 １８６６７３ 的中 （１－３） ３００２（１７番人気）
普通馬連票数 計 ６３３５０１ 的中 �� ３３７８（４０番人気）
馬単票数 計 ４２４１９４ 的中 �� ９０２（８７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０７３３ 的中 �� １３７９（４４番人気）�� ４７４９（１６番人気）�� ４４９５（１７番人気）
３連複票数 計 ７８６２３４ 的中 ��� ２６３２（７０番人気）
３連単票数 計１１３２６８３ 的中 ��� ４０５（５５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．３―３６．５―４９．３―１：０１．９―１：１４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３８．０
３ ・（１，７，１６）（２，８，１１）４，９（６，１４）３－（１２，１０）１５－５ ４ １（７，１６）（２，８，１１）４－９，６，１４，３，１０，１２，１５－５

勝馬の
紹 介

ノ ボ ク ン �
�
父 ノボジャック �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００９．１１．２１ 東京２着

２００７．５．２１生 牡３鹿 母 ノ ボ チ ッ チ 母母 ダンサーズシューズ ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 ゴールインマーク号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔競走中止〕 ゴールインマーク号は，発走直後に転倒したため競走中止。
〔調教再審査〕 ゴールインマーク号は，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を表示している。



０３００３ １月３０日 晴 良 （２２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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１２ カロルバンダム 牡３黒鹿５６ 横山 典弘山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 ５００－ ６１：４１．３ １．４�

５９ ホッカイアラカティ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�北海牧場 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３２± ０１：４１．７２� ２１９．１�

３５ ダテノスイミー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４３４＋ ２１：４２．１２� ４．０�
３６ マ レ ー ネ 牝３芦 ５４ 北村 宏司�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４３８＋ ２１：４２．４１� ７５．５�
８１５ リリースバージョン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム ４８６＋ ２１：４２．５クビ ７３．８�
７１４ ナンヨープロパー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣中村 �也氏 尾形 充弘 新ひだか 佐竹 学 ４９２＋ ６１：４２．７１� １８．９�
４７ エアロストーン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二後藤 繁樹氏 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４６２＋３０１：４２．８� ２２．８	
７１３ カンタベリーナナ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一峰 哲馬氏 鈴木 勝美 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４０８± ０１：４３．２２� ４１８．４

６１１ カネトシショコラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真兼松 利男氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４７０＋ ６１：４３．３� １０９．２�
５１０ メジロクリントン 牡３栗 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５１６＋ ２１：４３．５１ １２．６�
１１ サドンサンダー 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人�大川牧場 柴田 政人 厚真 大川牧場 ５００± ０ 〃 クビ ３５０．３
１２ オンワードオルデン 牡３鹿 ５６ 小林 久晃�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４８２＋ ４１：４３．９２� ６７８．７�
４８ エクセリオン 牡３芦 ５６ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７６＋ ２１：４４．０クビ ２１６．４�
８１６ カツヨスペシャル 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥丹羽 茂文氏 高橋 義博 浦河 谷口牧場 ４４４＋ ４１：４４．５３ ４３０．３�
２４ ダークシャイン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀�下屋敷牧場 武市 康男 浦河 小倉牧場 ５３８－ ４１：４４．７１ ３３２．０�
２３ スカイライト 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一増田 雄一氏 加藤 和宏 浦河 笹地牧場 ４８４＋ ２ （競走中止） ２３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，９３６，５００円 複勝： ８０，１６２，７００円 枠連： １８，７７７，１００円

普通馬連： ６２，９２２，０００円 馬単： ５７，５３６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９４９，９００円

３連複： ７７，６７０，５００円 ３連単： １４９，６９７，０００円 計： ５０２，６５２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３，０５０円 � １２０円 枠 連（５－６） ７１０円

普通馬連 �� １９，６９０円 馬 単 �� ２１，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，０４０円 �� １５０円 �� ６，２００円

３ 連 複 ��� １２，０４０円 ３ 連 単 ��� ６８，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２８９３６５ 的中 � １６８９７３（１番人気）
複勝票数 計 ８０１６２７ 的中 � ５３８６４３（１番人気）� １７０１（１１番人気）� １０９９９２（２番人気）
枠連票数 計 １８７７７１ 的中 （５－６） １９５２８（３番人気）
普通馬連票数 計 ６２９２２０ 的中 �� ２３５９（２８番人気）
馬単票数 計 ５７５３６３ 的中 �� １９６８（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９４９９ 的中 �� ９７４（３４番人気）�� ７１１８１（１番人気）�� ７９０（３８番人気）
３連複票数 計 ７７６７０５ 的中 ��� ４７６２（３０番人気）
３連単票数 計１４９６９７０ 的中 ��� １６２３（１４８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．９―１３．６―１３．４―１２．４―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．３―３７．２―５０．８―１：０４．２―１：１６．６―１：２８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カロルバンダム �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００９．１１．８ 東京２着

２００７．２．１８生 牡３黒鹿 母 ダンシングスナーク 母母 スナークバンダム ４戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔競走中止〕 スカイライト号は，競走中に疾病〔右第３手根骨板状骨折〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シルクフリューゲル号・ニシノマザーアース号



０３００４ １月３０日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２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 ニューパワー �４栗 ５９ 江田 勇亮井高 義光氏 菅原 泰夫 静内 井高牧場 ４７４＋１６３：２３．８ ５．３�

６９ � タ カ ラ ボ ス 牡６栗 ６０ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４４４± ０３：２３．９� ２．１�
７１２ パ ゴ ダ 牡４鹿 ５９ 高野 和馬�和田牧場 和田正一郎 静内 及川 麻吉 ５２０＋ ４３：２４．５３� ８．８�
６１０� ド ゥ ー エ ン 牡５鹿 ６０ 南井 大志�大樹ファーム 白井 寿昭 米 EMF Brood-

mares２００４ ４５６＋ ４３：２４．８１	 ７６．２�
４５ ジャストルーラー 牡４鹿 ５９ 穂苅 寿彦臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９４＋１０３：２４．９� １４．４�
８１４� ハシルペンチャン 牡６黒鹿６０ 宗像 徹齋藤 宏明氏 南田美知雄 平取 池田牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ５．３�
１１ � ピンクバンサー 牡６栗 ６０ 横山 義行榮 義則氏 森 秀行 米 Brereton

C. Jones ５００＋１０３：２５．２２ ７．８	
８１３ トウショウライド 牡４鹿 ５９ 柴田 未崎トウショウ産業
 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１４－ ２３：２５．９４ １０３．１�
５８ � シャススプリーン �５栗 ６０ 石神 深一前田 幸治氏 和田 正道 米 Stonestreet

Mares LLC. ４７８＋１４３：２８．３大差 ９５．３�
５７ オンワードシェルタ 牡４鹿 ５９ 浜野谷憲尚
オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ５０８＋１０３：２８．４� １４８．２
３４ クロスホーリー 牡６栗 ６０ 山本 康志佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４９６＋ ４３：２８．５� ４４．２�
４６ メジロテンダー 牡４黒鹿５９ 平沢 健治�メジロ牧場 土田 稔 浦河 まるとみ冨岡牧場 B５２６± ０３：２９．４５ １２４．４�
７１１ ポコアポコフォルテ 牝５栗 ５８

５７ ▲大江原 圭
テンジン 大江原 哲 三石 三石橋本牧場 ４３８－ ４３：３１．２大差 １４１．９�
３３ � ナイスアカシア 牝５黒鹿５８ 蓑島 靖典湯澤 寛氏 高橋 裕 岩手 湯澤 寛 ４８８± ０３：３４．９大差 ２９３．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，９４８，３００円 複勝： ２０，４４３，０００円 枠連： １２，５５２，４００円

普通馬連： ４１，４８７，３００円 馬単： ３４，７６９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１５２，４００円

３連複： ５２，６８５，０００円 ３連単： ９５，２３０，１００円 計： ２８９，２６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（２－６） ５６０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ５１０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 ��� ５，９８０円

票 数

単勝票数 計 １５９４８３ 的中 � ２４１１９（２番人気）
複勝票数 計 ２０４４３０ 的中 � ２７４９５（２番人気）� ８８８７８（１番人気）� １７７２２（４番人気）
枠連票数 計 １２５５２４ 的中 （２－６） １６７５１（２番人気）
普通馬連票数 計 ４１４８７３ 的中 �� ６００３１（１番人気）
馬単票数 計 ３４７６９８ 的中 �� １７９０４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１５２４ 的中 �� ２２５９３（１番人気）�� ６６７９（６番人気）�� １４９６０（３番人気）
３連複票数 計 ５２６８５０ 的中 ��� ３４２５６（３番人気）
３連単票数 計 ９５２３０１ 的中 ��� １１７６６（１５番人気）

上り １マイル １：４５．３ ４F ５１．３－３F ３８．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニューパワー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００８．７．２７ 新潟６着

２００６．３．７生 �４栗 母 ユニオンワラダー 母母 ワ ラ ダ ー 障害：３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ビービーライナー号



０３００５ １月３０日 晴 良 （２２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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４７ ヒシラグジャリー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二阿部雅一郎氏 河内 洋 新ひだか 友田牧場 ４７４ ―１：５２．２ ２．２�

８１５ ブランジェリーナ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５６ ― 〃 クビ ３．０�
１２ トーセンバリュー 牡３芦 ５６

５３ ▲伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４１６ ―１：５２．４１ １９．８�
２３ マイネジェシカ 牝３黒鹿５４ C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ４５０ ―１：５２．５� １３．６�
（仏）

５１０ ヒカルアカツキ 牡３青鹿５６ 木幡 初広高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４６０ ― 〃 ハナ ２８．４�
３６ アエネアース 牡３栗 ５６ 田中 勝春 	サンデーレーシング 伊藤 伸一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６ ―１：５２．８２ ２２．５

１１ ツルマルクラウン 牡３黒鹿５６ 武士沢友治鶴田 任男氏 秋山 雅一 浦河 駿河牧場 ５１８ ―１：５３．０１� １０８．４�
４８ プレザントスマイル 牝３栗 ５４ 二本柳 壮	日進牧場 矢野 照正 浦河 日進牧場 ４５２ ―１：５３．１� ２６９．１�
６１２ ヒカルトップガン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 北星村田牧場 ４４２ ―１：５３．２� ９０．４
２４ マイネアイーダ 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 浦河 不二牧場 ４２２ ― 〃 クビ ７８．５�
５９ コスモマザーボード 牝３栗 ５４ 津村 明秀 	ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 森 牧場 ４１６ ― 〃 ハナ １３２．９�
３５ リキアイタイリン 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹高山 幸雄氏 阿部 新生 日高 戸川牧場 ４５０ ― 〃 ハナ １０４．１�
７１４ レオプレシャス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�レオ 堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４８０ ―１：５３．３クビ ５．３�
８１６ ボリュームゾーン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一加藤 春夫氏 斎藤 誠 様似 堀 弘康 ４９０ ―１：５４．０４ ２７９．０�
６１１ ブライティアカップ 牝３黒鹿５４ 江田 照男小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド ４７０ ―１：５４．１� ２９９．４�

（１５頭）
７１３ サウンズリッチ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５００ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２２，２９９，４００円 複勝： ２７，４８５，８００円 枠連： ２０，９０６，２００円

普通馬連： ５６，０５２，０００円 馬単： ４１，５５９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４１８，８００円

３連複： ５９，５８２，６００円 ３連単： １００，６３９，３００円 計： ３４８，９４３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ２６０円 枠 連（４－８） ３３０円

普通馬連 �� ３１０円 馬 単 �� ６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ４６０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� ３，５３０円

票 数

単勝票数 差引計 ２２２９９４（返還計 ５９２９） 的中 � ８２８７５（１番人気）
複勝票数 差引計 ２７４８５８（返還計 １１５６５） 的中 � ８６０２２（１番人気）� ６１０３９（２番人気）� １７６８９（５番人気）
枠連票数 差引計 ２０９０６２（返還計 ２６０３） 的中 （４－８） ４７９４８（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ５６０５２０（返還計 ５０９６９） 的中 �� １３６６７８（１番人気）
馬単票数 差引計 ４１５５９７（返還計 ３７１６２） 的中 �� ５１３６９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２０４１８８（返還計 ２０７７７） 的中 �� ４２０１５（１番人気）�� ９６２２（５番人気）�� ５３４５（９番人気）
３連複票数 差引計 ５９５８２６（返還計１１７９６７） 的中 ��� ３７３４５（３番人気）
３連単票数 差引計１００６３９３（返還計１８２３１２） 的中 ��� ２１０６６（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３７．３―５０．５―１：０４．３―１：１８．０―１：３０．０―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３４．２

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

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

勝馬の
紹 介

ヒシラグジャリー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon 初出走

２００７．４．９生 牡３栗 母 レディアレグレット 母母 Old Domesday Book １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔競走除外〕 サウンズリッチ号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 トーセンバリュー号の騎手伊藤工真は，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。（１４番への進

路影響）
※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 カシノアイリス号・サマーフィオーレ号・サントワマミー号・シルクマーマレード号・スイートテン号・

ダイワブリリアント号・テイエムマッスル号・ヒシクリスエス号・フゲン号・フレンドミリオン号・
マイネルヴンダー号・マイネルナロッサ号・マルヘイサッカー号・メジロミシェル号・ラハイナ号

※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３０日 晴 良 （２２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）

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

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

１１ アルメーリヒ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４７８－１０２：２９．４ ７．５�

７１３ ユ ウ ガ ナ ル 牡３黒鹿５６ C．ルメール 星野 壽市氏 手塚 貴久 新冠 小泉 学 ５１８± ０２：２９．５� ６．４�
（仏）

３６ ファーストグロース 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７８± ０ 〃 ハナ ５．５�
７１４ コスモラピュタ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋ ４２：２９．７１� １２．６�
８１５ エルブールズ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５０６－１０ 〃 クビ ３０．１�
２４ ニシノシャイナー 牡３栗 ５６ 田中 勝春西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４７６－１０ 〃 ハナ ５５．４�
５１０ ネオサクセス 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹秋場 清	氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４６２－１０２：２９．９１� ２．８

２３ グレイトサム 牡３栗 ５６ 高橋 智大�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４９０＋１４２：３０．０� １１３．５�
５９ トーセンユニコーン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人島川 	哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３２± ０２：３０．１クビ ５４．３�
３５ ジュニアレジデント 牡３栗 ５６ 西田雄一郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４５２－ ８２：３０．２� ３２９．２
４７ ゼロチョウサン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４４± ０ 〃 アタマ ２４．０�
１２ スクーデリアピサ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 安平 ノーザンファーム ４８０－ ２２：３０．４１� ７．８�
６１２ ゴールドバシリスク 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４６６－ ４２：３０．５� ２３．６�
４８ ゴールドパンチ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４７４－ ８２：３０．８１� ３０２．８�
６１１ オペラオーカン 牡３黒鹿５６ 江田 照男吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４７６－ ４２：３１．１１� １９．５�
８１６ ノアパートナー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀佐山 公男氏 中川 公成 新ひだか 飛野牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ ４６７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０１６，０００円 複勝： ３４，６１７，９００円 枠連： ２５，６６１，９００円

普通馬連： ７２，７９３，６００円 馬単： ４５，１１３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，７９４，５００円

３連複： ８６，２５７，４００円 ３連単： １２０，１１０，４００円 計： ４３３，３６４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２４０円 � ２００円 � ２００円 枠 連（１－７） ７４０円

普通馬連 �� ２，２４０円 馬 単 �� ４，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ７７０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ４，２００円 ３ 連 単 ��� ２６，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２３０１６０ 的中 � ２４４１３（４番人気）
複勝票数 計 ３４６１７９ 的中 � ３５８５８（４番人気）� ４８３１５（３番人気）� ４９１７５（２番人気）
枠連票数 計 ２５６６１９ 的中 （１－７） ２５７３４（３番人気）
普通馬連票数 計 ７２７９３６ 的中 �� ２４０３９（９番人気）
馬単票数 計 ４５１１３１ 的中 �� ７６７５（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５７９４５ 的中 �� ７１６９（１０番人気）�� ８３３８（６番人気）�� ９８１３（５番人気）
３連複票数 計 ８６２５７４ 的中 ��� １５１８６（１０番人気）
３連単票数 計１２０１１０４ 的中 ��� ３４０１（６０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．７―１３．１―１３．３―１３．３―１３．１―１２．５―１２．７―１１．５―１１．５―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�
１２．５―２３．８―３６．５―４９．６―１：０２．９―１：１６．２―１：２９．３―１：４１．８―１：５４．５―２：０６．０―２：１７．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルメーリヒ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Dashing Blade デビュー ２００９．１０．３１ 福島７着

２００７．３．１２生 牝３鹿 母 プ ア プ ー 母母 Plains Indian ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１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。
（非当選馬） １頭 ニシノプレミアム号
※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３０日 晴 良 （２２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 ７，０００，０００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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７９ ブレイクチャンス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：３８．３ １２．６�

２２ セ イ リ オ ス 牡３鹿 ５６ C．ルメール �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：３８．５１ ５．７�
（仏）

６８ コ コ カ ラ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ４９６± ０１：３８．６� ７．２�
５６ ロンギングスター 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４８０－ ４１：３９．４５ ２．０�
３３ エースインザホール 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４８２＋ ２１：３９．７１� ５．５�
８１２ ケージーアメリカン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４４８－ ２１：３９．８� ７１．２	
４４ カワキタシュテルン 牡３鹿 ５６ 江田 照男川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 飛野牧場 ５０６－ ６１：４０．１２ ５１．７

１１ ラッシュザワーク 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：４０．４１� ７９．０�
７１０� アルティスト 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 高岸 順一 ４７４＋ ２１：４０．７１� ３１３．８�
８１１ ジールドリル 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３２－ ２１：４１．０２ １３．３
６７ グラスサミット 牡３芦 ５６ 蛯名 正義半沢� 尾形 充弘 安平 追分ファーム ５０８－ ６１：４１．２１� ４０．３�
５５ デ プ ラ ー タ 牡３栗 ５６ 横山 典弘栗坂 崇氏 萱野 浩二 新ひだか キヨタケ牧場 ４８２＋ ２１：４２．５８ ３７．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，１１７，０００円 複勝： ５１，３４２，４００円 枠連： ２０，８４６，０００円

普通馬連： ９９，９２４，８００円 馬単： ６３，３６０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，８４８，３００円

３連複： ９６，６４５，７００円 ３連単： １９２，３１１，５００円 計： ５８９，３９６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ３２０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（２－７） ３，９４０円

普通馬連 �� ３，３４０円 馬 単 �� ７，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ７２０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ３，５７０円 ３ 連 単 ��� ３３，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３４１１７０ 的中 � ２１４６４（５番人気）
複勝票数 計 ５１３４２４ 的中 � ３５３４３（６番人気）� ８１８２２（３番人気）� ８４７３８（２番人気）
枠連票数 計 ２０８４６０ 的中 （２－７） ３９１１（１５番人気）
普通馬連票数 計 ９９９２４８ 的中 �� ２２１０９（１４番人気）
馬単票数 計 ６３３６０９ 的中 �� ６１８６（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０８４８３ 的中 �� ７５５８（１１番人気）�� １０５４３（８番人気）�� １７４９３（５番人気）
３連複票数 計 ９６６４５７ 的中 ��� ２０００５（１２番人気）
３連単票数 計１９２３１１５ 的中 ��� ４２５６（１１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．６―１２．４―１２．８―１２．４―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．１―４７．５―１：００．３―１：１２．７―１：２５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３８．０
３ ８，９（１，７）－３，１２，２，１１（５，６）（４，１０） ４ ８，９（１，７）３（１２，２）（５，１１，６）（４，１０）

勝馬の
紹 介

ブレイクチャンス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Smart Strike デビュー ２００９．７．１８ 新潟３着

２００７．５．１３生 牡３鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar ６戦２勝 賞金 １５，８５０，０００円
※ケージーアメリカン号・ココカラ号は，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。



０３００８ １月３０日 晴 良 （２２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 ７，４００，０００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

６１１ マイネルエルドラド 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ５００－ ２１：２６．１ ６．４�

６１２ ザ ド ラ イ ブ 牡４栗 ５６ 北村 宏司 �千葉パブリックゴ
ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ３．７�

８１５ ロトスカイブルー 牡４鹿 ５６ 小林 淳一國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４９０＋ ２１：２６．２クビ １４．８�
５９ ノボレインボー 牝４芦 ５４ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４７６± ０１：２６．３� ５０．９�
４７ ディパーチャーズ �４鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－ ２１：２６．４� １９．０�

５１０ メジロオマリー 牡５黒鹿５７ 吉田 豊�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 B４７４＋ ２ 〃 クビ ２．６	
７１４ アルセーヌシチー 牡４鹿 ５６ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム B４９６＋ ２１：２６．７１� ２９５．９

２４ � クールフォーマ �５鹿 ５７ 江田 照男川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 ５２６－ ４１：２６．８� １２．４�
７１３� ジートップキセキ 牡５栗 ５７ 木幡 初広�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ５０４＋ ４１：２６．９� ２３４．５�
１１ ヤマニントップギア 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ５０４－ ２ 〃 クビ ２７．２
３５ 	 ケイアイダイコク 牡４栗 ５６ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米

B & B Zietz Stables, Inc.,
Bruce Henry Zietz &
Beverly Kay Zietz

４７０＋ ２１：２７．３２� ７．８�
３６ � スピードマイスター 牡４青鹿５６ 柴山 雄一熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人

天栄牧場 ５１８＋１７１：２７．８３ １６０．６�
４８ � ガ オ ウ 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎井上 友賢氏 堀井 雅広 新冠 村田牧場 B４６４＋ ４１：２７．９クビ ８９．２�
８１６ リ リ ア ー レ 牝４鹿 ５４ 吉田 隼人 �社台レースホース国枝 栄 追分 追分ファーム ５０４＋２０ 〃 クビ １６２．３�
２３ � ショウグンエース �５鹿 ５７

５４ ▲大江原 圭坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 ４６８＋ ２１：２８．６４ ７７．５�
１２ � ウインプラチナム 牝５青 ５５ 後藤 浩輝�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４６＋ ４１：２８．８１ １２３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，６６１，４００円 複勝： ５０，７３４，４００円 枠連： ２９，２５３，９００円

普通馬連： １０８，８６９，０００円 馬単： ６７，４５９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，９７６，３００円

３連複： １０７，１９３，１００円 ３連単： １８６，７８１，３００円 計： ６１３，９２８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２２０円 � １６０円 � ３５０円 枠 連（６－６） １，２１０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，２８０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ４，４７０円 ３ 連 単 ��� ２１，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２９６６１４ 的中 � ３６９８１（３番人気）
複勝票数 計 ５０７３４４ 的中 � ６１３７９（３番人気）� １０２９４３（２番人気）� ３１４３９（７番人気）
枠連票数 計 ２９２５３９ 的中 （６－６） １７９７０（４番人気）
普通馬連票数 計１０８８６９０ 的中 �� ６８４６１（４番人気）
馬単票数 計 ６７４５９３ 的中 �� ２１９８１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３９７６３ 的中 �� ２２３９２（２番人気）�� ６１５８（１７番人気）�� ９５６１（１１番人気）
３連複票数 計１０７１９３１ 的中 ��� １７７００（１４番人気）
３連単票数 計１８６７８１３ 的中 ��� ６５４３（５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．９―４８．５―１：００．９―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルエルドラド �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００８．６．２９ 福島３着

２００６．４．２９生 牡４鹿 母 コンキスタドレス 母母 Bless You １５戦２勝 賞金 ２４，７００，０００円



０３００９ １月３０日 晴 良 （２２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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３３ シャインモーメント 牡５栗 ５７ C．ルメール�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８６－１２１：４７．２ １５．１�
（仏）

５６ エオリアンハープ 牝４栗 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４０＋ ６ 〃 クビ ４．６�
２２ ロードアリエス 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５１２＋ ２１：４７．３� ２．０�
７１０ シャイニーデザート 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５２６± ０１：４７．６１� ４２．６�
６９ トーセンマーチ 牡６栗 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 中島 敏文 千歳 社台ファーム ５１０± ０ 〃 クビ ３．４	
４５ タイキジャガー 牡４鹿 ５６ 吉田 隼人�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７４± ０１：４７．７� ３６．７

１１ マルラニビスティー 牝４鹿 ５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 早来 ノーザンファーム ４３６－ ４ 〃 アタマ ３６．３�
８１２� ホウショウループ 牝６鹿 ５５ 柴田 善臣芳賀 吉孝氏 上原 博之 米 Green

Gates Farm ４９８－ ８１：４７．９１� ９６．９�
７１１ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡５黒鹿５７ 四位 洋文村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４５８± ０ 〃 クビ １８．５
４４ ストロングラリー 牡６青鹿５７ 北村 宏司村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４９０－ ４１：４８．１１� １８６．９�
８１３	 マイスターキング 牡７黒鹿５７ 吉田 豊�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５１４＋ ２１：４８．３� ３０２．５�
６８ フラワータキシード 牡６鹿 ５７ 木幡 初広花垣 春男氏 本間 忍 門別 海馬澤 誠治 B４６８－ ８１：４９．２５ １５３．２�

（１２頭）
５７ アサクサゼットキ 牡７鹿 ５７ 菊沢 隆徳田原 慶子氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３５，８０９，６００円 複勝： ８４，１５５，９００円 枠連： ２６，１５３，４００円

普通馬連： １２９，９８５，３００円 馬単： ９９，１３６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，１４４，３００円

３連複： １３８，２９９，９００円 ３連単： ３３９，１４２，１００円 計： ８８８，８２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５１０円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（３－５） ４，６５０円

普通馬連 �� ３，４８０円 馬 単 �� １０，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ４２０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� ２２，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３５８０９６ 的中 � １８６９５（４番人気）
複勝票数 計 ８４１５５９ 的中 � ３３１６２（４番人気）� １０６０８７（３番人気）� ４９２６６１（１番人気）
枠連票数 計 ２６１５３４ 的中 （３－５） ４１５２（１２番人気）
普通馬連票数 計１２９９８５３ 的中 �� ２７５９７（９番人気）
馬単票数 計 ９９１３６３ 的中 �� ６９８９（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６１４４３ 的中 �� １１３２３（７番人気）�� ２０１４７（４番人気）�� ５３６５５（２番人気）
３連複票数 計１３８２９９９ 的中 ��� ６２９８６（５番人気）
３連単票数 計３３９１４２１ 的中 ��� １０９８３（６５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１１．８―１２．４―１２．５―１２．０―１１．２―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３６．０―４８．４―１：００．９―１：１２．９―１：２４．１―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．３―３F３４．３

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

勝馬の
紹 介

シャインモーメント �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１２．１５ 阪神５着

２００５．３．２３生 牡５栗 母 キョウワグレイス 母母 エールノコイビト ２３戦４勝 賞金 ６２，４７２，０００円
〔出走取消〕 アサクサゼットキ号は，疾病〔右後挫跖〕のため出走取消。
※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３０日 晴 良 （２２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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

７１４� クイックリープ 牡５栗 ５７ 田中 勝春松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース
ランチ 荻野 豊 ４７８－ ６１：２４．５ ３．９�

８１６ ナムラカクレイ 牡４栗 ５６ 岩田 康誠奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４７８＋ ２１：２４．９２� ３．２�
８１５ ツクバホクトオー 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４７４± ０１：２５．０� ２０．１�
３５ スガノメダリスト 牡４栗 ５６ 四位 洋文菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４８６＋ ４１：２５．３２ ５．４�
４８ � ダイイチミラクル �１０芦 ５７ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４９６＋ ４１：２５．５１� ３４５．６�
５１０ メ ガ リ ス 牡６黒鹿５７ 石橋 守 �社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４－ ６１：２５．６� ９０．７�
７１３	 ミスターモナルコス 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn

Farm, Inc. B４９０－ ２１：２５．８１
 １９．９	
４７ ジェイケイボストン �７黒鹿５７ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５２６± ０１：２５．９� １１３．０

６１１ パンプアップ 牡６栗 ５７ 吉田 隼人�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４８０－１４１：２６．０クビ １５．０�
５９ フキラウソング 牝４栗 ５４ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４８０± ０１：２６．１� １３．３
１２ アグネスマクシマム 牡６栗 ５７ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７４－ ６１：２６．２� ４７．６�
６１２	 マルターズマッシブ 牡７鹿 ５７ 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Harold

Queen ５００－ ６１：２６．３クビ ５４．８�
２４ コウジンアルス 牡８栗 ５７ 佐藤 哲三加藤 興一氏 松山 将樹 静内 中田 浩美 B４９０＋ ８１：２６．５１
 ４６．０�
１１ ストレートイン 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５１２－ ２１：２７．４５ １７．２�
３６ デンコウヤマト 牡４栗 ５６ C．ルメール 田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４７６＋ ６ （競走中止） ８．１�

（仏）

（１５頭）
２３ 	 セイウンプレジャー 牡８鹿 ５７ 柴山 雄一西山 茂行氏 宮本 博 米

Dale Roberts,
Bob Austin &
Bill Austin

５００＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３９，２０２，４００円 複勝： ６６，２６３，３００円 枠連： ４９，０５５，４００円

普通馬連： １７３，５１０，０００円 馬単： ８９，８３１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，４０１，５００円

３連複： １６４，８９９，８００円 ３連単： ２８７，０１０，４００円 計： ９１９，１７４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ４５０円 枠 連（７－８） ５６０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １，４１０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� ５，８８０円 ３ 連 単 ��� ２５，５４０円

票 数

単勝票数 差引計 ３９２０２４（返還計 １２４１６） 的中 � ７９７６７（２番人気）
複勝票数 差引計 ６６２６３３（返還計 ３０５８３） 的中 � １２８６３４（２番人気）� １４０３２４（１番人気）� ２７０５８（９番人気）
枠連票数 差引計 ４９０５５４（返還計 １４１３） 的中 （７－８） ６５７２２（１番人気）
普通馬連票数 差引計１７３５１００（返還計２０１３０６） 的中 �� １７０３６４（１番人気）
馬単票数 差引計 ８９８３１７（返還計１０１５５７） 的中 �� ４４９５０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ４９４０１５（返還計 ６６３２３） 的中 �� ４１７２２（１番人気）�� ８０９８（１９番人気）�� ７０７８（２２番人気）
３連複票数 差引計１６４８９９８（返還計３８３１９７） 的中 ��� ２０７１９（１８番人気）
３連単票数 差引計２８７０１０４（返還計６４６９８０） 的中 ��� ８２９４（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．０―３６．３―４８．６―１：００．３―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クイックリープ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 リアルシヤダイ

２００５．４．５生 牡５栗 母 リープリッヒ 母母 ファーストブリーズ ２３戦４勝 賞金 ７６，６６５，０００円
地方デビュー ２００７．８．３０ 旭川

〔競走除外〕 セイウンプレジャー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 デンコウヤマト号は，発走直後につまずき，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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 スピードアタック号・タマモグレアー号・ノーリプライ号・ワーキングウーマン号
※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。



０３０１１ １月３０日 晴 良 （２２東京１）第１日 第１１競走 ��１，６００�第６０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 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６０２，０００円 １７２，０００円 ８６，０００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

１２ レッドスパーダ 牡４鹿 ５５ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ５３４－ ４１：３２．１ ４．５�

２４ トライアンフマーチ 牡４鹿 ５５ C．ルメール �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ４１：３２．３１� ４．４�
（仏）

１１ � エーシンフォワード 牡５鹿 ５６ 柴田 善臣�栄進堂 西園 正都 米 Edition Farm ４７８± ０ 〃 ハナ １１．３�
３６ マイネルファルケ 牡５鹿 ５６ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５２８＋１０１：３２．６２ ８．１�
７１３ リザーブカード 牡７鹿 ５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５０２－ ４１：３２．７クビ ７７．７�
２３ アブソリュート 牡６黒鹿５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７４＋ ８ 〃 クビ ５．０	
３５ スマイルジャック 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４８８＋ ４１：３２．８� ６．６

７１４ プロヴィナージュ 牝５鹿 ５４ 佐藤 哲三林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５２４＋ ６ 〃 アタマ ３３．９�
４７ キャプテンベガ 牡７黒鹿５６ 後藤 浩輝吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４４－ ４ 〃 ハナ ２３．６�
６１２ タマモサポート 牡７鹿 ５７ 津村 明秀タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ４９０－１０１：３３．０１	 ８８．２
５１０
 チョウカイファイト 牡７栗 ５６ 吉田 隼人�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５１６＋ ２１：３３．２１ ４５．１�
４８ アップドラフト �８鹿 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 安田 隆行 追分 追分ファーム ４８８－１０１：３３．４１� ８７．４�
８１６� ライブコンサート �６黒鹿５７ 岩田 康誠グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４７６－ ４１：３３．５クビ １４．７�
５９ ストロングガルーダ 牡４青鹿５５ 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９０＋ ６ 〃 クビ ４１．１�
６１１ ティアップゴールド 牡４鹿 ５５ 勝浦 正樹田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 B４６６－ ８１：３３．８１� １７１．８�
８１５ グッドキララ 牡６鹿 ５６ 四位 洋文杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５３２－ ８１：３４．８６ ５５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３２，５７１，９００円 複勝： ２１５，０３９，１００円 枠連： １４７，１５１，８００円

普通馬連： ７１１，７３２，７００円 馬単： ３６１，４７３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９６，８２４，９００円

３連複： ８６３，７３５，３００円 ３連単： １，６４８，６１８，８００円 計： ４，２７７，１４７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � ２９０円 枠 連（１－２） ４３０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ７６０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ３，５８０円 ３ 連 単 ��� １４，８４０円

票 数

単勝票数 計１３２５７１９ 的中 � ２３６１１１（２番人気）
複勝票数 計２１５０３９１ 的中 � ３７９１４９（１番人気）� ３５１２５８（２番人気）� １６１１６６（６番人気）
枠連票数 計１４７１５１８ 的中 （１－２） ２５２７１５（１番人気）
普通馬連票数 計７１１７３２７ 的中 �� ５５５６０５（１番人気）
馬単票数 計３６１４７３４ 的中 �� １３１１６０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９６８２４９ 的中 �� １２５０１５（１番人気）�� ６３１７５（６番人気）�� ４１０９０（１１番人気）
３連複票数 計８６３７３５３ 的中 ��� １７８１２１（７番人気）
３連単票数 計１６４８６１８８ 的中 ��� ８２００９（１６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．４―１１．８―１１．６―１１．０―１１．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．４―３４．８―４６．６―５８．２―１：０９．２―１：２０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．５―３F３３．９
３ ６－２，１２（１，４，１４，１５）（５，１１）３，７，９（８，１３，１６）１０ ４ ６－（２，１２）（１，４，１４，１５）（３，５，７，１１）９（８，１３）１６，１０

勝馬の
紹 介

レッドスパーダ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．１１．１５ 東京１着

２００６．５．２１生 牡４鹿 母 バービキャット 母母 Barbarika ９戦４勝 賞金 １４２，５３５，０００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 シェーンヴァルト号・スターイレブン号・スピードタッチ号・トーセンクラウン号・ナイアガラ号・

バトルバニヤン号・マイネルフォーグ号
※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３０日 晴 良 （２２東京１）第１日 第１２競走 ��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

８１４ シーダーラック 牡４栗 ５６ 蛯名 正義南 �幸氏 高木 登 浦河 山春牧場 ４８６＋ ２２：１４．３ １０．７�

３３ � アルファオリオン 牡７鹿 ５７ 田中 勝春�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４６８－ ８２：１４．５１ １１．３�
４６ ジョーモルデュー 牡６鹿 ５７ 江田 照男上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４７０－１２２：１４．７１� ３３．５�
７１１ トップオブパンチ 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４９４± ０２：１４．９１� ２．８�
５７ � ナムラビスマルク 牡６栗 ５７ 吉田 隼人ディアレスト 佐々木亜良 門別 いとう牧場 ４８２－ ４２：１５．１１� １４５．７�
６９ � スリーサンカリスマ 牡５鹿 ５７ 小野 次郎永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ １９．１	
１１ エプソムスタウト 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武 宏平 新冠 辻 和明 ４７８± ０ 〃 ハナ ２４４．３

５８ ヴァンクリマ 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝前田 幸治氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム B５２４－ ２２：１５．２クビ ５２．６�
２２ ベルグミサイル 牡６芦 ５７ 武士沢友治山田 五月氏 保田 一隆 静内 グランド牧場 ４９２± ０２：１５．４１� ５９．７�
３４ トレジャーバトル 牡４栗 ５６ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４７８－ ４ 〃 ハナ ３．１
４５ クリストフォルス 牡５栗 ５７ C．ルメール 広尾レース� 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ５３６－ ２２：１５．８２� ４．８�

（仏）

８１３� インベストホープ 牡６鹿 ５７ 北村 宏司水谷 精吾氏 伊藤 伸一 新冠 北星村田牧場 ４９０＋ ４２：１５．９� ５１．１�
６１０ トーセンルーチェ 牡４栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 康弘 新冠 ハシモトフアーム ５４２－１６ 〃 ハナ ３０．３�
７１２ シベリアンライオン 牡８芦 ５７ 小林 淳一藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５１８＋ ６２：１６．７５ ２８１．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４４，７３６，１００円 複勝： ５９，４６６，３００円 枠連： ４５，０４３，８００円

普通馬連： １７３，５７３，５００円 馬単： １１３，１７５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，２６７，５００円

３連複： １８９，８０６，８００円 ３連単： ４０７，７８５，４００円 計： １，０８５，８５４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ３４０円 � ２９０円 � ６００円 枠 連（３－８） １，０８０円

普通馬連 �� ５，５５０円 馬 単 �� １０，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５７０円 �� ３，３２０円 �� ２，４００円

３ 連 複 ��� ３１，４３０円 ３ 連 単 ��� １６２，５９０円

票 数

単勝票数 計 ４４７３６１ 的中 � ３３１５７（４番人気）
複勝票数 計 ５９４６６３ 的中 � ４７０９９（５番人気）� ５８１４５（４番人気）� ２４０７９（７番人気）
枠連票数 計 ４５０４３８ 的中 （３－８） ３０７９０（５番人気）
普通馬連票数 計１７３５７３５ 的中 �� ２３１１１（１８番人気）
馬単票数 計１１３１７５２ 的中 �� ８０６３（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２２６７５ 的中 �� ８３１９（１７番人気）�� ３８３４（２９番人気）�� ５３５５（２４番人気）
３連複票数 計１８９８０６８ 的中 ��� ４４５８（７６番人気）
３連単票数 計４０７７８５４ 的中 ��� １８５１（３６１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．０―１８．８―３１．９―４５．５―５８．６―１：１１．９―１：２４．９―１：３７．２―１：４９．３―２：０１．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シーダーラック �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００８．１２．２０ 中山６着

２００６．４．１２生 牡４栗 母 カネショウマリア 母母 カネシヨウダナー １１戦３勝 賞金 ２６，１００，０００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。



（２２東京１）第１日 １月３０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 １７８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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５１，９３０，０００円
２，１３０，０００円
１９，７７０，０００円
１，８７０，０００円
２５，０４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，３０８，０００円
５，５７４，８００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
４４６，８６０，０００円
７６１，２８５，６００円
４３３，６２２，９００円
１，７６０，６８２，６００円
１，０６２，７８３，１００円
５３８，４７６，２００円
２，００１，３２７，５００円
３，７６９，６６０，１００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 １０，７７４，６９８，０００円

総入場人員 ３２，２２２名 （有料入場人員 ３１，５０７名）




