
０３０１３ １月３１日 晴 良 （２２東京１）第２日 第１競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

２４ デュアルサクセス 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４２６－ ４１：２０．２ ３．８�

８１５ ハッピーカオル 牡３青 ５６ 北村 宏司芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５４－ ８１：２０．５２ ２．０�
３５ ジ ル コ ニ ア 牝３栗 ５４ 江田 照男下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４６６－ ２１：２０．９２� ５３．３�
７１４ ワンモアジョー 牡３鹿 ５６ 武 豊河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４５０－ ４１：２１．１１ ６．３�
４７ ニシノファウスト 牡３栗 ５６ 川田 将雅西山 茂行氏 相沢 郁 むかわ 西山牧場 ４８６± ０ 〃 アタマ １３．７�
３６ ウインドジャズ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４８８－ ６１：２１．７３� １０．１�
４８ ハ ー ト エ コ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝栗山 良子氏 松山 将樹 日高 新井 昭二 ４５０－ ４１：２２．０２ ９７．２	
５１０ シリウスリジル 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ５０２－ ４１：２２．１� ４０．３

１２ パープルストーン 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真後藤 繁樹氏 池上 昌弘 日高 オリオンファーム ４１４－１０１：２２．２� ２２６．０�
５９ キングボーイ 牡３青鹿５６ 村田 一誠小林 久義氏 二本柳俊一 浦河 三枝牧場 ４４６－ ２ 〃 クビ ９１．５�
６１２ ベルモントフーガ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 ベルモントファーム 池上 昌弘 新冠 ベルモント

ファーム ４４８－ ２１：２２．３クビ ３４．０�
８１６ ドリームコンコルド 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 帰山 清貴 ５２８－ ８１：２３．３６ １９．８�
２３ イーストダンデイ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥中山 速水氏 浅野洋一郎 日高 インターナショ

ナル牧場 ４６２－１０１：２３．４� ３６３．０�
６１１ ダイワスコーピオン 牡３黒鹿５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 新冠 パカパカ

ファーム ４２６－ ８ 〃 アタマ ４８９．７�
７１３ エルボラーチョ 牡３黒鹿５６ A．クラストゥス 櫻井 盛夫氏 佐藤 吉勝 新冠 隆栄牧場 ４６４± ０１：２３．７１� ２６１．７�

（仏）

１１ メタヤージュ 牝３鹿 ５４ 柴田 未崎 スカイツリーレーシング 保田 一隆 浦河 浦河小林牧場 ３９０＋ ８１：２４．４４ １８２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８１７，７００円 複勝： ３６，８０３，６００円 枠連： １８，０３６，９００円

普通馬連： ７２，２０９，１００円 馬単： ５１，７５７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１２５，３００円

３連複： ８９，１４２，９００円 ３連単： １４３，３３４，９００円 計： ４６０，２２７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ６２０円 枠 連（２－８） ３７０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １，８４０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ５，８３０円 ３ 連 単 ��� ２５，７００円

票 数

単勝票数 計 ２０８１７７ 的中 � ４４０４３（２番人気）
複勝票数 計 ３６８０３６ 的中 � ７５３８８（２番人気）� １２６３１６（１番人気）� ８３４８（９番人気）
枠連票数 計 １８０３６９ 的中 （２－８） ３６６５４（１番人気）
普通馬連票数 計 ７２２０９１ 的中 �� １４５２０７（１番人気）
馬単票数 計 ５１７５７２ 的中 �� ４０６８０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１２５３ 的中 �� ５５３１９（１番人気）�� ３０７０（２２番人気）�� ３６２２（１８番人気）
３連複票数 計 ８９１４２９ 的中 ��� １１２９７（１７番人気）
３連単票数 計１４３３３４９ 的中 ��� ４１１６（７６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．２―３０．２―４２．５―５４．９―１：０７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デュアルサクセス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 End Sweep デビュー ２００９．１１．２８ 東京５着

２００７．２．１７生 牡３黒鹿 母 デュアルストーリー 母母 ディアブロズストーリー ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メタヤージュ号は，平成２２年３月３１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 ウイニングタワー号・マイネポローニア号・マイフェイヴァー号
※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。



０３０１４ １月３１日 晴 良 （２２東京１）第２日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０分 （ダート・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

５９ ガ ン ド ッ グ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４６８ ―１：２８．３ ３．８�

１１ イマージュシエール 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �グリーンファーム 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５０８ ―１：２９．１５ １２．４�
６１１ オペラテイオウ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太池田 豊治氏 伊藤 伸一 大樹 熱川 牧場 ４７８ ―１：２９．５２� １８６．０�
４８ コスモグレイス 牝３黒鹿５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新ひだか 前田牧場 ４３４ ―１：２９．６クビ ２９．６�
３６ � ダイワプライド 牡３鹿 ５６ 武 豊大城 敬三氏 松山 康久 米 Castleton

Lyons ４７８ ―１：２９．７� １．６�
８１５ ラヴァリーウィッチ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司村中 徳広氏 池上 昌弘 新冠 川上 悦夫 ４３４ ―１：２９．８� ８０．８	
３５ アートディーラー 牝３栗 ５４ A．クラストゥス 吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４９８ ― 〃 ハナ ２５．５


（仏）

４７ メジロバラク 牡３栗 ５６ 小野 次郎�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４２８ ―１：２９．９クビ ６６．３�
７１３ テイエムタイフーン 牡３芦 ５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 新ひだか 松本牧場 ４８４ ―１：３０．２２ ８１．１�
２３ コスモスティール 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 坂本 勝美 日高 白瀬 明 ４８６ ―１：３０．９４ １０．０
５１０ リネンマイスター 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 大北牧場 ４５６ ―１：３１．０� １８４．７�
７１４ ラインラピット 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 ５２２ ― 〃 ハナ ８４．８�
２４ ガラスノカーテン 牝３鹿 ５４ 江田 照男栗嶋 豊明氏 境 征勝 新ひだか 坂本 智広 ４７６ ―１：３１．４２� ４８．４�

（ハッピーポケット）

１２ ヒカリバイカル 牡３黒鹿５６ 村田 一誠當山 �則氏 南田美知雄 日高 エンドレス
ファーム ４１４ ―１：３２．７８ ３５０．５�

８１６ ベルモントルーナ 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント
ファーム ５１０ ―１：３６．９大差 １７８．０�

（１５頭）
６１２ マルハチランドルフ 牡３芦 ５６ 蛯名 正義ニットー商事� 菊川 正達 日高 本間牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２０，５０２，５００円 複勝： ３９，２７７，２００円 枠連： １８，０４４，４００円

普通馬連： ５６，１３８，８００円 馬単： ５０，４４２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９９３，６００円

３連複： ６４，４２４，１００円 ３連単： １２３，７２８，６００円 計： ３９４，５５１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � ２００円 � ３８０円 � ３，２８０円 枠 連（１－５） １，４２０円

普通馬連 �� １，４３０円 馬 単 �� ２，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ４，１１０円 �� ８，８８０円

３ 連 複 ��� ５６，９５０円 ３ 連 単 ��� ２０２，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２０５０２５ 的中 � ４３６３９（２番人気）
複勝票数 計 ３９２７７２ 的中 � ６６８４５（２番人気）� ２６３８７（３番人気）� ２４８４（１２番人気）
枠連票数 計 １８０４４４ 的中 （１－５） ９４３４（５番人気）
普通馬連票数 計 ５６１３８８ 的中 �� ２９１４２（４番人気）
馬単票数 計 ５０４４２１ 的中 �� １５２７１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９９３６ 的中 �� １３７２３（３番人気）�� １２４６（３０番人気）�� ５７１（５１番人気）
３連複票数 計 ６４４２４１ 的中 ��� ８３５（９９番人気）
３連単票数 計１２３７２８６ 的中 ��� ４５１（３３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．５―３７．１―５０．３―１：０３．４―１：１５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３８．０
３ ・（６，８）（４，７，９）（３，５）１３，１５－１－１１，２－（１０，１４，１６） ４ ・（６，８）９（４，７）（１３，５）（３，１，１５）＝１１－（２，１４）－１０＝１６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ガ ン ド ッ グ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ビゼンニシキ 初出走

２００７．２．９生 牡３栗 母 グランシェール 母母 リコドミンゴ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 マルハチランドルフ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルモントルーナ号は，平成２２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２５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２５頭 イチフジ号・オーシャンメルヘン号・カトルズメテオ号・ギャンブルレーサー号・クロールアップ号・

ケイアイクライム号・ゴールデンシャワー号・ゴールデンダニエル号・サトノロック号・ジョウテンクイーン号・
シンキ号・スカイミュージック号・スガノコンコルド号・スーパーベア号・ドリームアステア号・
トーセンファルコン号・ニンジンガスキ号・ヒュースケン号・ブラックフェイク号・ブリタニアブルー号・
ボールドマスター号・メジロフランクリン号・メジロベンジャミン号・ユンヌペルル号・レイビスティー号

※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。



０３０１５ １月３１日 晴 良 （２２東京１）第２日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４７ ナムラフェアリ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥奈村 信重氏 石栗 龍彦 日高 いとう牧場 ４７０± ０１：４０．６ １８．１�

２３ マスターソムリエ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６１：４０．８１� ６．９�
３６ レッドシャリオ 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 三城牧場 ５０４－ ２１：４１．０１ １１．６�
３５ ピカンチラヴ 牝３栗 ５４ 武 豊小林けい子氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４２０－ ８ 〃 クビ ２９．７�
５９ カフェラビリンス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５３４＋１０１：４１．３１� ９．８�
１１ ニシノフェミニン 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４４０－ ６１：４１．６２ ７．６	
６１２ セッテステラ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一河合 秀夫氏 大竹 正博 浦河 鈴木 武蔵 ４９２＋１２１：４１．８１� ２４５．３

２４ ニシノユートピア 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人西山 茂行氏 清水 英克 むかわ 西山牧場 ４４４＋ ４１：４１．９クビ １３０．４�
７１３ アースジェガー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝松山 増男氏 小西 一男 浦河 アイオイファーム ４９８－ ２ 〃 クビ ５．４�
８１６ レ イ ブ ラ ン 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 むかわ 東振牧場 ４７４＋ ２１：４２．１１� ３８７．７
７１４ クジュウクシマ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅石橋 和夫氏 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４４４－１８ 〃 ハナ ５．８�
４８ シャイニーロイヤル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 コアレススタッド ４８２－ ２１：４２．４２ ３７７．０�
５１０ ナムラウォーリアー 牡３青鹿５６ 小林慎一郎奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 ４５８－ ２１：４２．８２� ３．３�
１２ トーセンカムイ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一島川 �哉氏 鈴木 勝美 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７０＋ ２１：４３．４３� ４０１．８�
８１５ ダンスアムール 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �キャロットファーム 秋山 雅一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０± ０１：４４．８９ １３５．７�
６１１ ナンヨービクトリー 牡３栗 ５６ 田中 勝春中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 高松牧場 B４９０－ ２１：４５．９７ １１７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，５３２，９００円 複勝： ４２，１２０，０００円 枠連： ２５，７７５，２００円

普通馬連： ８３，８８６，４００円 馬単： ５０，７３１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，５４５，３００円

３連複： ９１，８０１，１００円 ３連単： １４２，５７７，２００円 計： ４８７，９６９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８１０円 複 勝 � ５１０円 � ２４０円 � ３６０円 枠 連（２－４） ５，８５０円

普通馬連 �� ６，２５０円 馬 単 �� １５，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８７０円 �� ２，５１０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� １８，９６０円 ３ 連 単 ��� １３５，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２２５３２９ 的中 � ９８３９（８番人気）
複勝票数 計 ４２１２００ 的中 � １９９０６（８番人気）� ５１６２８（３番人気）� ３０４４７（７番人気）
枠連票数 計 ２５７７５２ 的中 （２－４） ３２５４（１５番人気）
普通馬連票数 計 ８３８８６４ 的中 �� ９９１０（２４番人気）
馬単票数 計 ５０７３１１ 的中 �� ２４８８（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８５４５３ 的中 �� ３７５９（２４番人気）�� ２７６３（２８番人気）�� ５８５３（１９番人気）
３連複票数 計 ９１８０１１ 的中 ��� ３５７５（５９番人気）
３連単票数 計１４２５７７２ 的中 ��� ７７８（３８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．５―４８．３―１：０１．８―１：１５．０―１：２７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．３―３F３８．８
３ １３，１５－１０（８，１）（３，７）２，９（６，１４）－（４，１２）１６，５－１１ ４ ・（１３，１５）（１０，８，１，７）（３，２）９，６，１４（４，１２，１６）５＝１１

勝馬の
紹 介

ナムラフェアリ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 Ashkalani デビュー ２００９．１２．１２ 中山５着

２００７．３．２９生 牝３鹿 母 リトルナムラ 母母 フ ェ ナ ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナンヨービクトリー号は，平成２２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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ブロンドペタル号・ミリオンデンジャー号



０３０１６ １月３１日 晴 良 （２２東京１）第２日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

１２ スマイルプライズ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４１４＋ ６１：４８．６ ８．７�

２３ マロノヴィーナス 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝�RRA 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４３２－ ４１：４８．８１� ２１．７�
８１５ アドマイヤキャロル 牝３黒鹿５４ 横山 典弘近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４７４－ ４ 〃 ハナ ２．５�
３５ アルマトゥーラ 牡３芦 ５６ 北村 宏司コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４５４＋ ２１：４９．１１� ８．４�
５９ アブラハムダービー 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �キャロットファーム 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム ５３４－ ８ 〃 クビ ７．２�
７１３ ロードターゲット 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 須崎牧場 ４６８－ ２１：４９．２クビ ６．６	
３６ ヒラボクベア 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４９８＋ ６１：４９．４１� ３９．８

２４ タ ス マ ニ ア 牝３栗 ５４ 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ４３４－ ２１：４９．５� １８．３�
８１６ イースタリーガスト 牡３黒鹿５６ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５１６＋１０ 〃 クビ ８６．４�
６１１ ニシノヤッコ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥西山 茂行氏 浅野洋一郎 むかわ 西山牧場 ４４４－ ６ 〃 ハナ １７３．０
６１２ デイタイムハミット 牡３栗 ５６ A．クラストゥス 浅田 次郎氏 河野 通文 新冠 ヒカル牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ １６．０�

（仏）

７１４ ノーブルエース 牝３鹿 ５４ 江田 照男�原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４０４－ ２１：４９．７１� ２９９．５�

１１ ナモンミライ �３栗 ５６ 柴田 善臣�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４４６－ ８１：４９．８� １１．７�
４８ スイートフォンダ 牝３鹿 ５４ 武 豊シンボリ牧場 鈴木 伸尋 新ひだか シンボリ牧場 ４１４－ ４１：５０．４３� ２７．８�
５１０ ルビーウィンク 牝３青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４０４＋ ６ 〃 アタマ ３２３．４�

４７ アスカシンノウ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎上野 武氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 B４７２＋１６１：５２．０１０ ５３３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２０７，９００円 複勝： ４４，６７６，０００円 枠連： ２４，７６８，２００円

普通馬連： ８１，７８３，２００円 馬単： ５３，３０４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，５２０，７００円

３連複： ９５，４１５，２００円 ３連単： １３９，４０４，７００円 計： ４９６，０８０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２４０円 � ４６０円 � １７０円 枠 連（１－２） １，１４０円

普通馬連 �� ５，２２０円 馬 単 �� ９，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０４０円 �� ６３０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ６，８８０円 ３ 連 単 ��� ４５，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２７２０７９ 的中 � ２４６４８（５番人気）
複勝票数 計 ４４６７６０ 的中 � ４８１３０（４番人気）� ２０５７６（９番人気）� ８５３０９（１番人気）
枠連票数 計 ２４７６８２ 的中 （１－２） １６０６４（３番人気）
普通馬連票数 計 ８１７８３２ 的中 �� １１５７７（２５番人気）
馬単票数 計 ５３３０４６ 的中 �� ４１２３（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９５２０７ 的中 �� ３４４６（３１番人気）�� １２２３６（４番人気）�� ５０３３（２０番人気）
３連複票数 計 ９５４１５２ 的中 ��� １０２４３（１９番人気）
３連単票数 計１３９４０４７ 的中 ��� ２２４９（１３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．０―４８．１―１：００．３―１：１２．７―１：２４．４―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．９

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

勝馬の
紹 介

スマイルプライズ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００９．１２．１２ 中山２着

２００７．３．１３生 牝３鹿 母 スマイルコンテスト 母母 コクトビューティー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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。
（非当選馬） １頭 カオカオプリン号
※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。



０３０１７ １月３１日 晴 良 （２２東京１）第２日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

５９ ハーティンハート 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝臼田 浩義氏 牧 光二 日高 日高大洋牧場 ５３４＋ ６１：２６．１ １３．４�

７１４ バ ル ー ン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４７８＋１０ 〃 ハナ １４．３�
１１ エアティアーモ 牝３青鹿５４ 藤田 伸二 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２１：２６．８４ １．３�
３６ � エーシンテュポーン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４７４－ ８１：２６．９� １５．２�
７１３ ツクバフージン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣荻原 昭二氏 松山 康久 安平 吉田牧場 ５１０＋ ２１：２７．１１� １３．３�
５１０ パブリックアフェア 牝３栗 ５４ 田中 勝春 �サンデーレーシング 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ２ 〃 アタマ ４１．７	
１２ � クレイジードライブ 牡３栗 ５６ 武 豊吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 米 John

McKibben ５０４＋１６ 〃 アタマ １９．１

６１２ タマビッグボス 牡３青鹿５６ 川田 将雅玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４８６± ０１：２７．３１� １６．９�
６１１ カリズマアゲン 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B４７８－ ４ 〃 クビ ３５３．４�
２４ 	 レディーキセキ 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 宮崎 金造氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４２６＋ ６１：２７．５１� ４３．３

（仏）

８１５	 エベレストオー 牡３鹿 ５６ 幸 英明栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 中川牧場 B４７２± ０ 〃 ハナ ９８．３�
２３ ハードパワー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊中澤 幸幹氏 高橋 裕 日高トヨサトアライファーム ４７０± ０１：２７．６� １４７．７�
３５ アポロパステル 牝３栗 ５４ 村田 一誠アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 浦河 日田牧場 ４４８－ ６１：２７．９２ ２２５．０�
４７ ロックザネーション 牡３黒鹿５６ 津村 明秀田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 ４８８＋ ６１：２８．６４ ２３２．３�
８１６	 フジペガサス 牡３栗 ５６ 熊沢 重文藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４３２－ ９１：２９．１３ ２９２．４�
４８ ケイアイツバキ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４７０＋ ２１：３０．０５ ２２０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，５４４，０００円 複勝： １０７，７４９，９００円 枠連： ２６，８１９，１００円

普通馬連： ８６，１７４，１００円 馬単： ８１，１９６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，６００，７００円

３連複： １０９，３６２，７００円 ３連単： ２１７，１０９，９００円 計： ７００，５５７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ２９０円 � ２５０円 � １１０円 枠 連（５－７） １，９３０円

普通馬連 �� ４，６６０円 馬 単 �� １０，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� ３７０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 ��� ３０，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３６５４４０ 的中 � ２１５８８（３番人気）
複勝票数 計１０７７４９９ 的中 � ３６８２５（７番人気）� ４７５１２（４番人気）� ７４３４３１（１番人気）
枠連票数 計 ２６８１９１ 的中 （５－７） １０２８８（７番人気）
普通馬連票数 計 ８６１７４１ 的中 �� １３６６３（１１番人気）
馬単票数 計 ８１１９６７ 的中 �� ５６１２（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５６００７ 的中 �� ８５１１（１０番人気）�� ２５２３５（３番人気）�� ２３６２８（４番人気）
３連複票数 計１０９３６２７ 的中 ��� ４２４７５（３番人気）
３連単票数 計２１７１０９９ 的中 ��� ５２７９（９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．３―４８．０―１：００．７―１：１３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３８．１
３ ・（１，１６）８（１２，１５）（９，１４）７－（５，６）１１－（３，１３）－（４，１０）２ ４ ・（１，１６，１５）（８，１２）（９，１４）（７，６）（５，１１）１３（３，４，１０）２

勝馬の
紹 介

ハーティンハート �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．２６ 新潟６着

２００７．５．２４生 牡３栗 母 サイレントラヴ 母母 フアーストラブ ８戦２勝 賞金 １４，８００，０００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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ケージーアメリカン号・ココカラ号・セイウンシェンロン号・トレモロ号・ベストバウト号
※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。



０３０１８ １月３１日 晴 良 （２２東京１）第２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

１１ コスモエンペラー 牡３栗 ５６ A．クラストゥス �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 米田牧場 ４９２＋ ２２：２７．３ １０．０�
（仏）

６６ ヤングアットハート 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４８８± ０２：２７．８３ ２．５�
４４ トウカイメロディ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人内村 正則氏 後藤 由之 登別 青藍牧場 ４２６－ ２２：２８．０１� ８．１�
２２ モーニングフェイス 牝３栗 ５４ 武 豊井高 義光氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ４９４－ ２ 〃 クビ １０．１�
８１０ ヴァンダライズ 牡３栗 ５６ 吉田 豊前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４７０＋ ２ 〃 ハナ ５．２�
７９ ジャングルハヤテ 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 新ひだか グランド牧場 ４６８－ ６２：２８．２１� １６．８�
３３ � リリエンタール 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４３６＋１２２：２８．５２ ４．４	
５５ � カットイッタウト 牡３栗 ５６ 川田 将雅平井 裕氏 森 秀行 日高 下河辺牧場 ４１６－ ６２：２８．８１	 １３９．５

７８ シルクウィーク 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹有限会社シルク杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４７６－１０２：２９．８６ １２５．１�
６７ ドラゴンカイザー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４－ ８２：３０．３３ ３６．５�
８１１ イエローブレイブ 牡３黒鹿５６ 青木 芳之大原 詔宏氏 尾関 知人 浦河 有限会社

大原ファーム ４８０－ ２２：３１．０４ ３７８．１

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３０，０３１，５００円 複勝： ４１，２７３，４００円 枠連： １５，９６９，１００円

普通馬連： ７９，８４６，２００円 馬単： ５８，８００，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２３７，８００円

３連複： ８２，８２２，０００円 ３連単： １６７，９６４，０００円 計： ５０２，９４４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２４０円 � １３０円 � ２００円 枠 連（１－６） １，１９０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ３，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ８６０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２，６５０円 ３ 連 単 ��� １９，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３００３１５ 的中 � ２３８３３（５番人気）
複勝票数 計 ４１２７３４ 的中 � ３７２０６（５番人気）� １１０９０１（１番人気）� ５０９２８（４番人気）
枠連票数 計 １５９６９１ 的中 （１－６） ９９４８（５番人気）
普通馬連票数 計 ７９８４６２ 的中 �� ４４２４６（６番人気）
馬単票数 計 ５８８００８ 的中 �� １２０４８（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６２３７８ 的中 �� １２３３３（７番人気）�� ７１４１（１４番人気）�� １６３９８（３番人気）
３連複票数 計 ８２８２２０ 的中 ��� ２３０８８（１１番人気）
３連単票数 計１６７９６４０ 的中 ��� ６３７２（７８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１２．３―１２．１―１１．６―１２．９―１３．２―１３．２―１３．３―１２．０―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２３．３―３５．６―４７．７―５９．３―１：１２．２―１：２５．４―１：３８．６―１：５１．９―２：０３．９―２：１５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３５．４
１
３
１（５，９）８－３－（６，２）－（４，１０）－７－１１
１－５＝９，８（３，２）６，１０，４，７，１１

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモエンペラー �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．８．１６ 新潟１２着

２００７．５．１４生 牡３栗 母 ダンシングパブロワ 母母 ニフティパブロワ ６戦２勝 賞金 １３，５００，０００円
※イエローブレイブ号は，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。



０３０１９ １月３１日 晴 良 （２２東京１）第２日 第７競走 ��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

３３ メイショウブンブク 牡４栗 ５６ 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 ４６４＋ ２２：１５．０ ２．０�

６８ リアルディール 牡４鹿 ５６ 北村 宏司荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン
牧場 ５２６－ ４２：１５．１� ３．４�

５５ ウィニングトリック 牡４黒鹿５６ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 B４５４－ ２２：１５．２クビ １０４．５�
６７ シルクエンデバー 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ５０２－ ６２：１５．５１� ８．１�
７９ サクセスヒューゴー 牡４青鹿５６ 大庭 和弥�嶋 哲氏 牧 光二 新冠 タニグチ牧場 ５１４－１０２：１５．９２� １５．２�
８１１ トゥルーボーン 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝小池 憲章氏 土田 稔 静内 岡田 隆志 ５０４－ ８２：１６．１１� ５９．５�
５６ キングスビレッジ 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４７４＋３０ 〃 ハナ １４．４	
４４ サクラルーラー 牡４鹿 ５６ 武 豊
さくらコマース小島 太 新ひだか 新和牧場 ５３６＋ ４２：１６．３１� ９．６�
８１２ キ ク ジ ロ ウ 牡５青鹿５７ 柴山 雄一陣内 孝則氏 高市 圭二 静内 キヨミネ牧場 ５２０－ ２２：１６．４� １３９．０�
７１０ セイカマエストーソ 牡４鹿 ５６ 津村 明秀久米 大氏 稲葉 隆一 新ひだか タイヘイ牧場 ４９４－ ２２：１７．１４ １５０．７
２２ ノアプレミアム 牡４栗 ５６ A．クラストゥス 佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 見上牧場 ４６４－ ２２：１７．３１� ７３．７�

（仏）

１１ ヴ ァ ル ナ 牡５栗 ５７ 加藤士津八桐谷 茂氏 加藤 和宏 門別 碧雲牧場 ４６４＋ ８２：１９．２大差 ２７．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３１，５４１，４００円 複勝： ４３，０１１，５００円 枠連： ２５，０４６，８００円

普通馬連： ９０，８８８，０００円 馬単： ６９，４８１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，８１４，０００円

３連複： １００，８４３，２００円 ３連単： ２０９，４９０，６００円 計： ６０１，１１６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ７００円 枠 連（３－６） ２２０円

普通馬連 �� ３３０円 馬 単 �� ６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� １，７６０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� ４，３６０円 ３ 連 単 ��� １３，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３１５４１４ 的中 � １２８６８９（１番人気）
複勝票数 計 ４３０１１５ 的中 � １４５９３２（１番人気）� ９４９４８（２番人気）� ８３４１（９番人気）
枠連票数 計 ２５０４６８ 的中 （３－６） ８６５６６（１番人気）
普通馬連票数 計 ９０８８８０ 的中 �� ２０５１００（１番人気）
馬単票数 計 ６９４８１４ 的中 �� ８６７８９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０８１４０ 的中 �� ５４５３５（１番人気）�� ３５７４（２２番人気）�� ５１０３（１７番人気）
３連複票数 計１００８４３２ 的中 ��� １７０９３（１４番人気）
３連単票数 計２０９４９０６ 的中 ��� １１５８６（３７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．９―３１．８―４４．７―５７．５―１：１１．０―１：２４．８―１：３７．２―１：４９．６―２：０１．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウブンブク �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２００９．１．２４ 京都４着

２００６．５．１４生 牡４栗 母 ダイワデリカシー 母母 ダイワアンジェラ ９戦２勝 賞金 １８，８００，０００円
〔制裁〕 サクラルーラー号の騎手武豊は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（６番への進路影響）
※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。



０３０２０ １月３１日 晴 良 （２２東京１）第２日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （芝・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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

６１２ ヒシセンチュリー 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ５０４＋ ６１：４７．７ ６．７�

２４ レイクメリット 牝４鹿 ５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４８８＋ ８ 〃 アタマ ２．３�
１２ ブルームインハート 牝４黒鹿５４ 小林 淳一平井 裕氏 本郷 一彦 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５０－ ２１：４７．８� １６．３�
３６ � ベ ニ バ ナ 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎ベニバナ組合 伊藤 伸一 門別 平成牧場 ４８８＋ ４１：４７．９� ２０７．４�
７１４ ショウナンアルディ 牡４栗 ５６ 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４７４＋ ４１：４８．０クビ １８．０�
１１ クリールトルネード 牡５鹿 ５７ 武 豊横山 修二氏 笹田 和秀 新冠 松浦牧場 ４８６± ０１：４８．１� ３．４�
８１５ トーセンロマネ 牡４栗 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 中島 敏文 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４ 〃 クビ １８．３	
４７ � ビービーナエトル 牡５栗 ５７ 田中 勝春
坂東牧場 古賀 慎明 門別 菊地牧場 ４９４＋ ８１：４８．２クビ ２３６．１�
５９ ローレルエルヴェル 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４４８＋ ６ 〃 クビ ３７．０
２３ � ラインウインド 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一志邑 宣彦氏 水野 貴広 静内 高橋 修 ４６８－ ３１：４８．３クビ ２８２．８�
４８ ピースオブラック 牝４鹿 ５４ 蛯名 正義
大川牧場 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４８６＋１８１：４８．４� １０．３�
８１６� サクラスティンガー 牡４黒鹿５６ 川田 将雅�さくらコマース勢司 和浩 静内 伊藤 敏明 ４６４＋ １１：４８．５� １１１．１�
５１０ モアスマイル 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４５０± ０１：４８．７１� ２７．５�
７１３� コ ノ ハ ナ 牝４鹿 ５４ 村田 一誠齋藤 實氏 中野 栄治 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６４＋ ２１：４８．８� ２４９．９�
３５ ワイルドシングス 	７青鹿５７ 小林 久晃山上 和良氏 菊川 正達 新冠 高橋 忍 ４７０－ ８ 〃 ハナ ６２．７�
６１１ ジェヴォーナ 牝５栗 ５５ 小野 次郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 静内 武岡牧場 ４２６＋１０１：４９．０１� １２４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，６３５，８００円 複勝： ４３，０４３，６００円 枠連： ２８，０６６，４００円

普通馬連： １０１，６８５，５００円 馬単： ７０，８２２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，８７５，５００円

３連複： １０９，７４７，３００円 ３連単： ２０１，８３１，４００円 計： ６１６，７０７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２１０円 � １２０円 � ３２０円 枠 連（２－６） ６９０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� ２，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １，２４０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ３，０９０円 ３ 連 単 ��� １９，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２８６３５８ 的中 � ３３９２７（３番人気）
複勝票数 計 ４３０４３６ 的中 � ４４８３２（３番人気）� １４７０８０（１番人気）� ２４３８５（５番人気）
枠連票数 計 ２８０６６４ 的中 （２－６） ３０２９５（２番人気）
普通馬連票数 計１０１６８５５ 的中 �� ９９４８３（２番人気）
馬単票数 計 ７０８２２０ 的中 �� ２３０６８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２８７５５ 的中 �� ２２２４４（２番人気）�� ６０６２（１４番人気）�� １３６８８（６番人気）
３連複票数 計１０９７４７３ 的中 ��� ２６２２４（１０番人気）
３連単票数 計２０１８３１４ 的中 ��� ７５１５（５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．１―４８．３―１：００．１―１：１２．２―１：２３．９―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．５

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

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

勝馬の
紹 介

ヒシセンチュリー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Woodman デビュー ２００８．８．１７ 新潟８着

２００６．３．１３生 牡４栗 母 ヒシショウコ 母母 Forladiesonly ７戦２勝 賞金 １８，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４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。
（非抽選馬） １頭 ネオレボルーション号



０３０２１ １月３１日 晴 良 （２２東京１）第２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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

３３ インプレスウィナー 牡３青 ５６ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４４８－ ６１：２２．０ ２５．１�

６８ シゲルモトナリ 牡３黒鹿５６ 小野 次郎森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ４８６－１０ 〃 クビ ４９．０�
６９ � セイウンジャガーズ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４５８－ ６１：２２．１クビ ２．３�
７１１ セレスロンディー 牡３青 ５６ 横山 典弘岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４６２＋１２１：２２．２� ４．８�
１１ クレバーサンデー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 ４５０－ ２１：２２．３	 １２．２�
７１０ カホマックス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ８ 〃 クビ ９．０�
４４ トシギャングスター 牡３芦 ５６ 武 豊田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４６４＋ ６ 〃 アタマ ５．８	
５６ エ ス カ ー ダ 牡３青鹿５７ A．クラストゥス 山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４５２＋ ２１：２２．４クビ １９．９


（仏）

４５ ウエスタンディオ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４７２－ ８１：２２．５	 １５．６�
２２ 
 ビービーエーディン 牝３栗 ５４ 吉田 隼人�坂東牧場 久保田貴士 新冠 芳住 革二 ４６６－１０ 〃 クビ ３６．４
５７ � アグネスティンクル 牡３栗 ５６ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４５０＋ ６１：２３．４５ ４４．１�
８１２ チェリーソウマ 牡３栗 ５６ 川田 将雅チエリー商事� 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 B４８６－ ２１：２３．６１� ９７．５�
８１３ シ ー マ ー ク 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５１６＋１０１：２４．０２� ８１．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４５，７１７，４００円 複勝： ６８，６５０，８００円 枠連： ３６，４５１，５００円

普通馬連： １７０，０５２，２００円 馬単： １０６，９８７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，５１７，１００円

３連複： １７５，７９３，７００円 ３連単： ３６５，０１１，４００円 計： １，０１６，１８１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５１０円 複 勝 � ５５０円 � ６６０円 � １４０円 枠 連（３－６） ２，４９０円

普通馬連 �� ３８，１００円 馬 単 �� ６８，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，８７０円 �� ９００円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ２７，２４０円 ３ 連 単 ��� ３０２，０００円

票 数

単勝票数 計 ４５７１７４ 的中 � １４３５８（８番人気）
複勝票数 計 ６８６５０８ 的中 � ２４９７０（８番人気）� ２００９９（９番人気）� ２０９３３２（１番人気）
枠連票数 計 ３６４５１５ 的中 （３－６） １０８３１（９番人気）
普通馬連票数 計１７００５２２ 的中 �� ３２９４（５９番人気）
馬単票数 計１０６９８７６ 的中 �� １１５９（１０９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７５１７１ 的中 �� １４２２（６０番人気）�� １３４５１（８番人気）�� １０１０６（１３番人気）
３連複票数 計１７５７９３７ 的中 ��� ４７６４（７８番人気）
３連単票数 計３６５０１１４ 的中 ��� ８９２（６１３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．５―１２．２―１１．５―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．２―４７．４―５８．９―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インプレスウィナー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１１．７ 東京４着

２００７．４．４生 牡３青 母 ケリーズビューティ 母母 ビューティークロス ３戦２勝 賞金 ２５，３９４，０００円
〔発走状況〕 クレバーサンデー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 クレバーサンデー号は，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。



０３０２２ １月３１日 晴 良 （２２東京１）第２日 第１０競走 ��
��１，６００�

せつぶん

節分ステークス
発走１５時１０分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２１．１．３１以降２２．１．２４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３６ キングストリート 牡４鹿 ５５ 武 豊後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新ひだか タイヘイ牧場 ４８２± ０１：３４．０ ２．２�

２４ カレイジャスミン 牝５鹿 ５４ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ５１６－ ８１：３４．５３ １５．６�
３５ � アロマンシェス 牡６鹿 ５６ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４７８＋ ４１：３４．６� ６．４�
５１０ テイエムアタック 牡６栗 ５６ 後藤 浩輝竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ５０４＋ ２ 〃 クビ ９．６�
４７ コアレスコジーン �７鹿 ５５ 柴田 善臣小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４９０＋ ２ 〃 ハナ ４９．９�
５９ ラフレッシュブルー 牝５栗 ５２ 吉田 隼人 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４４６－ ８１：３４．７� ６３．４�
１２ スペルバインド 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二 	社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ４９６－ ６１：３４．８クビ ９．４

１１ ニシノドーン 牡６黒鹿５４ 柴山 雄一西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４５２－ ４ 〃 ハナ ２９１．９�
８１６ アグネストカチ 牡６鹿 ５５ A．クラストゥス 渡辺 孝男氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：３４．９� ５５．４�

（仏）

２３ エリモサリュート �６栗 ５３ 津村 明秀山本 敏晴氏 小島 貞博 えりも エクセルマネジメント ４７４－ ２１：３５．０� ５７．０
６１２ ダノンプログラマー 牡４青鹿５４ 熊沢 重文�ダノックス 角居 勝彦 追分 追分ファーム ４４４－１０１：３５．１	 ９．０�
６１１
 セイウンワキタツ 牡７鹿 ５３ 蛯名 正義西山 茂行氏 田所 秀孝 米 James M.

Herbener Jr. ４８０－ ２１：３５．２	 ２１８．９�
７１３ ユノゾフィー 牡４栗 ５５ 横山 典弘細川祐季子氏 伊藤 正徳 平取 稲原牧場 ４７２－ ２１：３５．５１	 ７．２�
８１５ グロリアスウィーク 牡７鹿 ５６ 村田 一誠 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４ 〃 ハナ ７１．２�
４８ フサイチアソート �５栗 ５６ 江田 照男岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４４２－ ４１：３５．６� ５１．１�
７１４� カゼノコウテイ 牡７鹿 ５３ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 門別 槇本牧場 ４５６－ ６１：３６．２３� ３２９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５３，５０９，７００円 複勝： ７６，５６０，１００円 枠連： ４５，１８９，０００円

普通馬連： ２１２，７８０，８００円 馬単： １２５，０８２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，７９２，１００円

３連複： ２３２，０７７，４００円 ３連単： ４４３，３６６，１００円 計： １，２４７，３５７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ３００円 � １９０円 枠 連（２－３） ９５０円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ３５０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２，８５０円 ３ 連 単 ��� １３，０７０円

票 数

単勝票数 計 ５３５０９７ 的中 � １９６８２７（１番人気）
複勝票数 計 ７６５６０１ 的中 � ２１９９８５（１番人気）� ５０２６２（７番人気）� １０１６００（２番人気）
枠連票数 計 ４５１８９０ 的中 （２－３） ３５４７０（６番人気）
普通馬連票数 計２１２７８０８ 的中 �� ９４６２４（６番人気）
馬単票数 計１２５０８２１ 的中 �� ３８９５９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８７９２１ 的中 �� ２０５７０（６番人気）�� ４６５４０（１番人気）�� １４７２６（１１番人気）
３連複票数 計２３２０７７４ 的中 ��� ６０２８９（６番人気）
３連単票数 計４４３３６６１ 的中 ��� ２５０４０（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．０―３６．１―４８．３―１：００．５―１：１１．９―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングストリート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Red Ransom デビュー ２００８．１２．２０ 阪神２着

２００６．４．６生 牡４鹿 母 ドーンランサム 母母 Eastern Dawn ８戦４勝 賞金 ５０，３６０，０００円
〔発走状況〕 ダノンプログラマー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻５分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダノンプログラマー号は，平成２２年２月１日から平成２２年３月２日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 キングルーキー号・ショウナンライジン号・テラノファントム号
※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。



０３０２３ １月３１日 晴 良 （２２東京１）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�第２４回根岸ステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （ダート・左）
４歳以上；負担重量は，４歳５５�５歳以上５６�，牝馬２�減，２１．１．３１以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２１．１．３０以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

４８ グロリアスノア 牡４黒鹿５５ 小林慎一郎�野 葉子氏 矢作 芳人 浦河 鮫川牧場 ５１６－ ８１：２３．７ ４５．９�

５９ � サマーウインド 牡５栗 ５６ 武 豊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 門別 槇本牧場 ５２０＋ ２１：２３．９１� ２．０�

７１３ オーロマイスター 牡５鹿 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ５１４＋ ４ 〃 ハナ ９．１�
８１６	 ス ー ニ 牡４鹿 ５８ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Highclere

Inc. ４７０－ ４１：２４．０
 ８．８�
１２ ワンダーポデリオ 牡６鹿 ５６ 柴山 雄一山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４６８－ ４ 〃 ハナ １８．０�
８１５� ミリオンディスク 牡６栗 ５７ 村田 一誠 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ５３２＋ ２ 〃 クビ ２２．３	
３５ セイクリムズン 牡４黒鹿５５ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ５０６＋ ２１：２４．１クビ ２３．６

７１４	 ビクトリーテツニー 牡６栗 ５６ 横山 典弘榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge

Farm ４９４＋ ４ 〃 ハナ ４７．３�
４７ ワイルドワンダー 牡８黒鹿５６ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４５４－ ４１：２４．２� １２．２�
６１２	 グリフィンゲート 牡４鹿 ５５ 田中 勝春吉田 好雄氏 手塚 貴久 米 Summer

Wind Farm ４９６＋ ６１：２４．４１� ２９．５
５１０ ヒシカツリーダー 牡６青 ５６ 北村 宏司阿部雅一郎氏 小島 貞博 浦河 中村 雅明 ５２８＋１０１：２４．５
 ８５．３�
２３ ダイワディライト 牡６栗 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５０６＋１０１：２４．６クビ ２４．５�
６１１ ケイアイテンジン 牡４栗 ５５ 藤田 伸二 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４７２－ ２１：２４．７� ６．９�
２４ セレスハント 牡５栗 ５６ 吉田 隼人岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４８０－ ８１：２５．６５ ５３．０�
３６ ゼンノグッドウッド 牡７鹿 ５６ 三浦 皇成大迫久美子氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５０２－ ４１：２６．０２
 ２４３．１�
１１ ショウワモダン 牡６鹿 ５６ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５３０－ ２１：２６．１� ９０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９３，９７５，４００円 複勝： ２５６，０４２，３００円 枠連： １８８，４２２，６００円

普通馬連： ９５８，９７８，７００円 馬単： ５２３，６０４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４７，３３７，６００円

３連複： １，１４７，９７０，２００円 ３連単： ２，２４１，４１８，５００円 計： ５，７５７，７４９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，５９０円 複 勝 � ８５０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（４－５） １，２１０円

普通馬連 �� ５，９６０円 馬 単 �� １８，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３５０円 �� ４，２１０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １６，３３０円 ３ 連 単 ��� １５６，２９０円

票 数

単勝票数 計１９３９７５４ 的中 � ３３３２０（１１番人気）
複勝票数 計２５６０４２３ 的中 � ５４０６０（１２番人気）� ７０４９４７（１番人気）� ２８９２０３（３番人気）
枠連票数 計１８８４２２６ 的中 （４－５） １１５１０４（４番人気）
普通馬連票数 計９５８９７８７ 的中 �� １１８８０４（２２番人気）
馬単票数 計５２３６０４６ 的中 �� ２１０６７（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２４７３３７６ 的中 �� ２４７９３（３１番人気）�� １３６５４（５５番人気）�� １４１５５３（２番人気）
３連複票数 計１１４７９７０２ 的中 ��� ５１８８４（５５番人気）
３連単票数 計２２４１４１８５ 的中 ��� １０５８４（５１１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１１．７―１１．８―１１．８―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．９―３５．６―４７．４―５９．２―１：１１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グロリアスノア �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１１．３０ 東京１着

２００６．４．１７生 牡４黒鹿 母 ラヴロバリー 母母 クリスタルレイル ７戦４勝 賞金 ９１，１８４，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アンダーカウンター号
（非抽選馬）１９頭 アドマイヤゴルゴ号・アンクルリーサム号・ウォーターオーレ号・クリーン号・コウエイハート号・

コウユーキズナ号・ゴスホークケン号・セントラルコースト号・テイエムアクション号・ハギノトリオンフォ号・
フサイチギガダイヤ号・ペプチドルビー号・マルブツイースター号・メジロシリング号・ユノナゲット号・
ラインドライブ号・レオマイスター号・レキシントンシチー号・レッドアゲート号



０３０２４ １月３１日 晴 良 （２２東京１）第２日 第１２競走 ��
��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３６ � ケイアイプラウド 牡５栗 ５７ 田中 勝春 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Pamela Ridley
& Kim Ridley ４８８－ ４１：３８．５ ５．５�

２３ オールフォーミー 牝５鹿 ５５ A．クラストゥス 有限会社シルク勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４７０－１０１：３８．７１� ５２．６�
（仏）

７１３� キャッツインブーツ 牡５栗 ５７ 藤田 伸二山本 英俊氏 池江 泰寿 愛 Stonethorn
Stud Farms Ltd ５１４± ０１：３８．８クビ ５．０�

４７ � エーシントゥルボー 牝６鹿 ５５ 吉田 豊�栄進堂 大久保洋吉 米 Winches-
ter Farm ５２０－ ８ 〃 アタマ １１．４�

７１４ ゴッドエンブレム 牡５鹿 ５７ 武 豊�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２１：３８．９	 ８．１�
５１０ アドマイヤマントル 牡７鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真近藤 利一氏 古賀 史生 静内（有）下河辺トレー
ニングセンター B５１６＋ ８１：３９．２１
 １７．７�

２４ セイウンマル 牡７黒鹿５７ 大庭 和弥西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６４－ ６１：３９．３
 ８２．７	
６１２ カムレーシング 牡４黒鹿５６ 後藤 浩輝吉田 和子氏 清水 英克 浦河 杵臼牧場 ５０２＋ ４１：３９．４クビ ４．３

６１１� グラスゴッド 牡６栗 ５７ 柴田 善臣半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ １９０．７�
１２ ホーマンクラフト 牡７鹿 ５７ 横山 典弘久保 博文氏 安田 隆行 平取 稲原牧場 ４３８－ ４ 〃 ハナ ６．５
４８ アグネスラナップ 牡５青 ５７ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５００－ ４１：３９．６１	 ２４．６�
８１５� シルクストライカー 牡６青鹿５７ 江田 照男有限会社シルク境 征勝 新冠 グリー牧場 B４７６－ ６１：３９．７クビ ３１４．４�
１１ コスモフォース 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 様似 土井 仁 ５１８＋ ６１：４０．０２ ９．８�
８１６ ディアーウィッシュ 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ５１８－ ８１：４０．８５ ７７．４�
３５ マルブツフジ 牡７栗 ５７ 北村 宏司大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５０８－ ２１：４１．１２ １０５．２�
５９ � エスユーグランド 牡９鹿 ５７ 小林 淳一楳津 繁氏 高橋 祥泰 米 Nordic Thor-

oughbreds ４８６± ０１：４１．３
 ７０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６７，３７２，９００円 複勝： ９０，０４５，８００円 枠連： ７０，４８８，２００円

普通馬連： ２３４，３９４，２００円 馬単： １４１，７８０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，８０６，１００円

３連複： ２７８，０６４，４００円 ３連単： ５５３，２１５，５００円 計： １，５１０，１６７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２００円 � １，１１０円 � １８０円 枠 連（２－３） ８，０６０円

普通馬連 �� １８，５２０円 馬 単 �� ２９，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，５３０円 �� ４７０円 �� ４，９１０円

３ 連 複 ��� ２６，３６０円 ３ 連 単 ��� ２１８，６８０円

票 数

単勝票数 計 ６７３７２９ 的中 � ９８０３２（３番人気）
複勝票数 計 ９００４５８ 的中 � １３２６７５（３番人気）� １５５０６（１１番人気）� １６１６９６（１番人気）
枠連票数 計 ７０４８８２ 的中 （２－３） ６４５８（２４番人気）
普通馬連票数 計２３４３９４２ 的中 �� ９３４１（３８番人気）
馬単票数 計１４１７８０５ 的中 �� ３５６６（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４８０６１ 的中 �� ３８５２（４０番人気）�� ４４３４１（２番人気）�� ３５４５（４４番人気）
３連複票数 計２７８０６４４ 的中 ��� ７７８６（７５番人気）
３連単票数 計５５３２１５５ 的中 ��� １８６７（５４８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１２．３―１３．０―１３．１―１２．３―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．０―３５．３―４８．３―１：０１．４―１：１３．７―１：２５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ケイアイプラウド �
�
父 Proud Citizen �

�
母父 Bear Hunt デビュー ２００８．２．９ 東京２着

２００５．５．４生 牡５栗 母 Arkwright 母母 My Appreciation ２０戦４勝 賞金 ６２，３９７，０００円
〔発走状況〕 キャッツインブーツ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 キャッツインブーツ号は，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。



（２２東京１）第２日 １月３１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

２５９，１６０，０００円
２７，６７０，０００円
１，８６０，０００円
２５，６５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，８６４，０００円
４，９２６，０００円
１，７７２，１００円

勝馬投票券売得金
５７８，３８９，１００円
８８９，２５４，２００円
５２３，０７７，４００円
２，２２８，８１７，２００円
１，３８３，９９０，７００円
６６２，１６５，８００円
２，５７７，４６４，２００円
４，９４８，４５２，８００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 １３，７９１，６１１，４００円

総入場人員 ３８，６４５名 （有料入場人員 ３７，６４３名）




