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０３０１３ １月３０日 晴 良 （２３東京１）第２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）

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
１：２１．８

不良

稍重

７１４� サトノデートナ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸里見 治氏 国枝 栄 米
Barbara Nel-
son & Richard
Lugovich Jr.

４８２± ０１：２７．４ １．３�

５１０ グランデアトレ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �グランデオーナーズ 河野 通文 新冠 川上牧場 ４５４－ ４１：２７．７２ ７８．６�
３５ トーアクリスタル 牡３芦 ５６ 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５４０＋ ６１：２８．２３ ８．０�
４８ トウショウジャック 牡３栗 ５６ 吉田 豊トウショウ産業� 中島 敏文 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８± ０１：２８．７３ １６．０�
５９ ニシノエックス 牡３栗 ５６ 幸 英明西山 茂行氏 高木 登 むかわ 西山牧場 ４７２＋ ２１：２９．２３ １２０．８�
１２ サンマルヴィエント 牡３栗 ５６ A．クラストゥス 相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７４＋ ２１：２９．５２ １０．５�
（仏）

２４ マッテマシタ 牡３栗 ５６
５３ ▲平野 優丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４７８－ ２１：２９．６クビ ２８１．５	

１１ カイシュウドリカム 牡３鹿 ５６ F．ベリー 飯村 孝男氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム ４９６－ ６ 〃 クビ ４３．９

（愛）

７１３ ダイワコンフォート 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋１０１：２９．８１� ８６．０�
８１５ フュージョン 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７６ ―１：３０．１１� １２．６�
４７ プリティーマッハ 牡３芦 ５６ 村田 一誠越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４４６± ０１：３０．３１	 ５４．１
６１１� ゴールドフェスタ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩�グランド牧場 伊藤 圭三 米 Grand Stud ５０６－ ４１：３０．４	 ３５６．５�
２３ メイショウユウゲツ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 高昭牧場 ４８６－ ４１：３０．５クビ １５３．０�
６１２ サマーマリブ 牝３栗 ５４ 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 新ひだか 友田牧場 ４４２－ ４ 〃 クビ １４４．３�
８１６ ウェディングドレス 牝３青鹿５４ 的場 勇人小野 博郷氏 坂本 勝美 日高 浜本牧場 ４４６ ―１：３１．１３	 ２００．６�
３６ モ チ ヅ キ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治中村 政勝氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 ４７４－ ２１：３１．６３ ４７６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６４１，６００円 複勝： ７７，８４９，０００円 枠連： １７，６２８，９００円

普通馬連： ５５，００８，２００円 馬単： ５０，２６２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６５５，１００円

３連複： ７１，８１０，５００円 ３連単： １４３，９９４，１００円 計： ４６７，８４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ６８０円 � １８０円 枠 連（５－７） ２，４２０円

普通馬連 �� ３，４２０円 馬 単 �� ４，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１９０円 �� ２５０円 �� ２，７６０円

３ 連 複 ��� ４，４４０円 ３ 連 単 ��� ２１，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２６６４１６ 的中 � １６８８７８（１番人気）
複勝票数 計 ７７８４９０ 的中 � ５６４０７１（１番人気）� ８４４３（８番人気）� ５１３８５（２番人気）
枠連票数 計 １７６２８９ 的中 （５－７） ５３８３（７番人気）
普通馬連票数 計 ５５００８２ 的中 �� １１８８２（１０番人気）
馬単票数 計 ５０２６２０ 的中 �� ８５５４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６５５１ 的中 �� ４６４９（１５番人気）�� ３０４２５（２番人気）�� １９２０（２８番人気）
３連複票数 計 ７１８１０５ 的中 ��� １１９３９（１３番人気）
３連単票数 計１４３９９４１ 的中 ��� ５０３５（５６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１２．６―１３．０―１２．４―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．６―３７．２―５０．２―１：０２．６―１：１４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サトノデートナ �
�
父 Tapit �

�
母父 Phone Trick デビュー ２０１０．１２．１９ 中山２着

２００８．３．１２生 牡３鹿 母 Cherished Trick 母母 My Cherie Amour 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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 オーダーアゲン号・スーパーカフェ号・デラセーラ号・マイネルクローバー号
（非抽選馬） １頭 テンペスタ号
※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３０日 晴 良 （２３東京１）第２日 第２競走 ��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４７ クリールマグナム 牡３芦 ５６ 津村 明秀横山 修二氏 稲葉 隆一 新ひだか 畠山牧場 ５０４± ０１：２１．４ ５．１�

６１１ ケージーハヤテ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ５０２－ ４１：２１．８２� ２．６�
８１６ ゴールドアゲイン 牝３黒鹿５４ 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新冠 ラツキー牧場 ４２０＋ ２１：２１．９クビ ５．５�
１２ ロイヤルサルート 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９２± ０１：２２．０� ６．６�
２３ ダ イ ゴ ロ ー 牡３鹿 ５６ F．ベリー 山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 ５１４－ ８１：２２．２１ １３．９�

（愛）

３５ ジェネスサンキュー 牡３芦 ５６ 内田 博幸山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム ４５２＋ ８ 〃 クビ ７．０�
２４ テ オ ブ ロ マ 牡３鹿 ５６ 江田 照男伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 ４６８－ ２１：２２．３クビ ８０．０�
３６ ラブギムレー 牝３青鹿５４ 柴山 雄一増田 陽一氏 田島 俊明 新ひだか 武 牧場 ４３６－ ６１：２２．５１� １５４．１	
７１４ バシマイシン 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一石橋 英郎氏 高橋 義博 新ひだか 出羽牧場 ４２４± ０１：２２．６� ２７１．４

６１２ トートホットライン 牡３黒鹿５６ 武士沢友治苅部康太郎氏 鈴木 勝美 新ひだか 原口牧場 ４４６＋ ４１：２２．９１� １０２．０�
１１ グッドクロック 牡３芦 ５６ 吉田 隼人青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋ ４１：２３．１１� １５．８�
８１５ キョウエイバトラー 牡３青鹿５６ 的場 勇人田中 晴夫氏 的場 均 日高 春木 昭雄 ４５４－１０１：２３．４２ １７８．８
５１０ シャビイシック 牡３栃栗５６ 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３６± ０１：２３．５� ５９．８�
４８ シルバーエデン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４２２－ ２１：２４．１３� ２０６．８�
７１３ レ イ メ イ 牡３鹿 ５６ 幸 英明岡田 将一氏 松永 康利 浦河 浦河小林牧場 ４４０－ ２１：２５．１６ ２６４．９�
５９ ダ ン ダ ン 牝３黒鹿５４ 北村 宏司高村 伸一氏 坂本 勝美 様似 �村 伸一 ４５０ ―１：２６．７１０ １６６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０７９，４００円 複勝： ３１，３４７，０００円 枠連： １５，４４７，６００円

普通馬連： ５８，７４８，３００円 馬単： ３９，５５２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９７３，１００円

３連複： ６９，９９０，７００円 ３連単： １１４，５０６，１００円 計： ３７０，６４５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（４－６） ６４０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ６２０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，３４０円 ３ 連 単 ��� ７，５８０円

票 数

単勝票数 計 １８０７９４ 的中 � ２７９７０（２番人気）
複勝票数 計 ３１３４７０ 的中 � ４５４８１（３番人気）� ８６０７９（１番人気）� ４７１２５（２番人気）
枠連票数 計 １５４４７６ 的中 （４－６） １８０２０（３番人気）
普通馬連票数 計 ５８７４８３ 的中 �� ６３１５３（１番人気）
馬単票数 計 ３９５５２９ 的中 �� １９３２４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９７３１ 的中 �� １９１２８（２番人気）�� ８２３６（８番人気）�� ２１００９（１番人気）
３連複票数 計 ６９９９０７ 的中 ��� ３８８０４（１番人気）
３連単票数 計１１４５０６１ 的中 ��� １１１５８（１１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１８．５―３０．７―４３．５―５６．０―１：０８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリールマグナム �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１０．８．２８ 新潟７着

２００８．３．１２生 牡３芦 母 マジェスティックラニア 母母 Crystal Ring ６戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ダイゴロー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンダン号は，平成２３年２月２８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 キングメーカー号・ゴールドスマイル号
（非抽選馬） １頭 ファヴェラシック号
※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。

第１回　東京競馬　第２日



０３０１５ １月３０日 晴 良 （２３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

５９ テンゲントッパ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５８－ ６１：４０．６ ５．２�

７１３ モ ン ク 牡３鹿 ５６ F．ベリー 田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B４８８＋ ２１：４０．７� １０．５�
（愛）

２４ デ ミ チ ン タ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ ４７０＋ ２１：４０．９１� ４９．６�

８１５ トーセンティアラ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人島川 �哉氏 秋山 雅一 新ひだか 乾 皆雄 ４５６－ ６１：４１．０� １４．１�
３６ ダイワルーツ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：４１．１クビ ２．１�
５１０ ニシノオウガイ 牡３黒鹿５６ 幸 英明西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４９２＋ ６ 〃 アタマ ４５．４�
２３ カネトシリープイン 牡３芦 ５６ 田中 勝春兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 ４６２± ０１：４１．３１� ７．２	
４７ アカウンタビリティ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 浦河 山田 昇史 ４９８＋ ２１：４１．４クビ ２４．３

６１１ ダイコウヒョウ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸小田切有一氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 ４７０＋ ４１：４１．６１� ６．３�
７１４ コスモオルバース 牝３栗 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４３８＋ ２１：４１．７� ２０７．７
６１２ ザ キ ャ ッ チ 牡３青鹿５６ 津村 明秀堀越 毅一氏 相沢 郁 日高 白井牧場 ４８０＋１８１：４２．１２� １０３．６�
４８ トミケンデアムート 牡３黒鹿５６ 吉田 豊冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 沖田牧場 ４７８－ ４１：４２．３１ ２８１．４�
３５ メジロビシャモン 牡３栃栗５６ 石橋 脩�メジロ牧場 柴田 政人 洞爺湖 メジロ牧場 ４４０＋ ４１：４２．８３ ２５０．４�
１２ テイエムバカラ 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ５１４＋ ２ 〃 クビ ５１８．３�
１１ ヤマタケブリンク 牡３黒鹿５６ 丸山 元気山中 和子氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４９４－ ２１：４３．９７ １６１．７�
８１６ コパノサチオー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥小林 祥晃氏 奥平 雅士 新ひだか 西村 和夫 ４６２＋ ２１：４４．０クビ １９１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，３４９，２００円 複勝： ４２，８６９，７００円 枠連： １４，９４５，７００円

普通馬連： ６８，８０５，８００円 馬単： ４４，６９６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，２０１，２００円

３連複： ８０，４７８，０００円 ３連単： １３２，０５５，３００円 計： ４３５，４０１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２００円 � ３００円 � １，０２０円 枠 連（５－７） ２，４６０円

普通馬連 �� ２，７００円 馬 単 �� ４，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ２，６１０円 �� ３，１１０円

３ 連 複 ��� ２４，０７０円 ３ 連 単 ��� １０９，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２３３４９２ 的中 � ３５７０５（２番人気）
複勝票数 計 ４２８６９７ 的中 � ６７２１３（２番人気）� ３８１３２（５番人気）� ９００５（９番人気）
枠連票数 計 １４９４５７ 的中 （５－７） ４５０２（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６８８０５８ 的中 �� １８８６４（１２番人気）
馬単票数 計 ４４６９６７ 的中 �� ７０３３（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８２０１２ 的中 �� ８２２９（１０番人気）�� ２６１４（２４番人気）�� ２１８４（２８番人気）
３連複票数 計 ８０４７８０ 的中 ��� ２４６８（５６番人気）
３連単票数 計１３２０５５３ 的中 ��� ８９１（２６０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．３―１２．７―１２．９―１２．９―１２．８―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．８―３６．１―４８．８―１：０１．７―１：１４．６―１：２７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンゲントッパ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Wild Again デビュー ２０１０．７．３ 福島１２着

２００８．２．２５生 牡３黒鹿 母 ジェミーブロッサム 母母 パレイシャルアフェア ６戦１勝 賞金 ８，３００，０００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 ストロングレグナム号
※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。

０３０１６ １月３０日 晴 良 （２３東京１）第２日 第４競走 ��
��２，４００�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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

７１４ ヴァーゲンザイル 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６８－ ６２：３１．９ ３．１�

２４ マイネルマーク 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４６４± ０２：３２．１１� ９．９�

４８ スクエアナンバー 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４３０－ ４ 〃 ハナ １０８．７�
３５ ヴェラシティ 牡３栗 ５６ 内田 博幸臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B４８８± ０２：３２．３１ ４．７�
７１３ サイクロンフォース 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人小菅 定雄氏 松山 康久 登別 青藍牧場 ４９２＋ ２２：３２．６１� ３４．２�
１２ シンボリドンナー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司シンボリ牧場 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ １０１．７	
８１６ ハイランドダンス 牝３青 ５４ A．クラストゥス �キャロットファーム 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４４０＋１８ 〃 ハナ ７６．８


（仏）

６１１ ヘッドマスター 牡３鹿 ５６ 的場 勇人 �キャロットファーム 中川 公成 浦河 三好牧場 ５１２－ ２２：３２．７� ８６．５�
２３ アサクサポイント 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０－ ６２：３２．８� ６．７�
６１２ シルクグラサージュ 牡３青鹿５６ 幸 英明有限会社シルク高木 登 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋ ４ 〃 クビ ２８．２
８１５ マイネルブレス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 ４７０＋ ６２：３３．２２� ２０４．９�
１１ シュヴァルツシルト 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２２：３３．３� １３．０�
５１０ ギンザスクランブル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 福岡 光夫 ４６４＋ ６２：３３．７２� ５７．７�
４７ ブルースビスティー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４６０－１０ 〃 クビ ４．０�
５９ キンタロウチャン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一林 啓二氏 藤原 辰雄 新ひだか 斉藤スタッド ４７６± ０２：３４．２３ ２４２．８�
３６ トーセンタイガー 牡３鹿 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ５０４＋ ８ 〃 アタマ ４１７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，９１２，４００円 複勝： ４３，９７０，５００円 枠連： １８，９８４，２００円

普通馬連： ７３，００９，０００円 馬単： ４５，０５９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，４６４，５００円

３連複： ８７，１１１，５００円 ３連単： １３６，８２６，２００円 計： ４６１，３３８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ２５０円 � ２，２４０円 枠 連（２－７） ５７０円

普通馬連 �� １，５１０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ７，６６０円 �� １３，７８０円

３ 連 複 ��� ８２，７４０円 ３ 連 単 ��� ２７５，９００円

票 数

単勝票数 計 ２５９１２４ 的中 � ６７７７８（１番人気）
複勝票数 計 ４３９７０５ 的中 � ９６４６１（１番人気）� ４６２２４（５番人気）� ３６７３（１３番人気）
枠連票数 計 １８９８４２ 的中 （２－７） ２４５８６（１番人気）
普通馬連票数 計 ７３００９０ 的中 �� ３５８６０（５番人気）
馬単票数 計 ４５０５９８ 的中 �� １３４２９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０４６４５ 的中 �� １４７７９（５番人気）�� ９３６（４９番人気）�� ５１８（６６番人気）
３連複票数 計 ８７１１１５ 的中 ��� ７７７（１４０番人気）
３連単票数 計１３６８２６２ 的中 ��� ３６６（５４９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．５―１２．９―１３．３―１３．６―１３．８―１３．４―１３．６―１２．３―１１．１―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．２―３６．７―４９．６―１：０２．９―１：１６．５―１：３０．３―１：４３．７―１：５７．３―２：０９．６―２：２０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３４．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァーゲンザイル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．１．５ 中山２着

２００８．３．１３生 牡３黒鹿 母 クイーンソネット 母母 エイプリルソネット ２戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔発走状況〕 ギンザスクランブル号は，発走地点で馬装整備。発走時刻３分遅延。
〔制裁〕 マイネルブレス号の騎手津村明秀は，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１００，０００円。（６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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ジョンブルクリス号・トルネードビア号
（非抽選馬） １頭 キソウテンガイ号
※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３０日 晴 良 （２３東京１）第２日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３６ ヒカリキャピタル 牡３鹿 ５６ F．ベリー 當山 �則氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 ４６０ ―１：５３．１ １３．１�
（愛）

５１０ ネオブラックダイヤ 牡３青鹿５６ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６ ―１：５３．３１� ２４．１�

１２ ブラックアース 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 ４７６ ―１：５３．４� ３６．６�
７１４ ドラゴンブレス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４５６ ―１：５３．５� １６．０�
８１５ アレアーラック 牡３栗 ５６ A．クラストゥス 松本 俊廣氏 河野 通文 日高 浜本牧場 ４７８ ―１：５３．６� １１８．２�

（仏）

７１３ ロジポケット 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝久米田正明氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４９０ ―１：５３．７� ７．３�
３５ オルケゾグラフィ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 	サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４６６ ―１：５３．９１ ２．０

２４ メリーハート 牝３栗 ５４ 石橋 脩栗山 良子氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム ４６４ ―１：５４．１１ ３７．７�
８１６ ロンギングエリー 牝３栗 ５４ 秋山真一郎坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１２ ― 〃 クビ ２０．４�
２３ クリールタイラント 牡３黒鹿５６ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４３６ ― 〃 ハナ １２２．１
６１２ ジ ャ イ ア ン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊	サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４９８ ― 〃 ハナ ６．３�
５９ ホワイトスターズ 牝３芦 ５４ 内田 博幸エデンアソシエーション 牧 光二 新ひだか 田中 裕之 B４５０ ―１：５４．５２� ４７．０�
４８ デルマシヴァ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム ５６４ ― 〃 ハナ ２５６．５�
１１ トウショウブラザー 牡３栗 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 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 ４９０ ―１：５４．９２� ９７．８�
６１１ ミヤビアルカディア 牝３鹿 ５４ 幸 英明村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 ４２４ ―１：５５．５３� ８．０�
４７ ヨハネジュニア 牡３鹿 ５６ 丸山 元気安達 允彦氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ５３０ ―１：５５．９２� ２７８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，９９１，７００円 複勝： ２９，０２７，０００円 枠連： ２２，１３７，４００円

普通馬連： ５５，６２８，３００円 馬単： ３７，７９７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５８６，７００円

３連複： ６４，９８２，７００円 ３連単： １０１，１９０，１００円 計： ３５３，３４１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ２７０円 � ５７０円 � ７８０円 枠 連（３－５） １，１４０円

普通馬連 �� ９，２３０円 馬 単 �� ２０，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５７０円 �� ３，９１０円 �� ５，３８０円

３ 連 複 ��� ８５，０４０円 ３ 連 単 ��� ３９７，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２０９９１７ 的中 � １２６４５（５番人気）
複勝票数 計 ２９０２７０ 的中 � ３２７９５（３番人気）� １２８３３（７番人気）� ８９２４（９番人気）
枠連票数 計 ２２１３７４ 的中 （３－５） １４４２７（４番人気）
普通馬連票数 計 ５５６２８３ 的中 �� ４４４８（２７番人気）
馬単票数 計 ３７７９７４ 的中 �� １３７４（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５８６７ 的中 �� ２０８４（２７番人気）�� １３５８（４４番人気）�� ９８２（５２番人気）
３連複票数 計 ６４９８２７ 的中 ��� ５６４（１７７番人気）
３連単票数 計１０１１９０１ 的中 ��� １８８（８４９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１２．５―１３．４―１３．８―１３．９―１２．４―１１．１―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．８―３７．３―５０．７―１：０４．５―１：１８．４―１：３０．８―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３４．７

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

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

ヒカリキャピタル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Woodman 初出走

２００８．４．１０生 牡３鹿 母 サスペンスクイーン 母母 Crystal Cup １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 カリビアンクルーズ号・キトゥンブルー号・ゴッドツヨシ号・コパノタイヨー号・シスタームーン号・パヤドール号・

フィッシュザビート号・マンボフェスタ号・モリトブイコール号・ヨシサリイ号・ルシェロ号
※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３０日 晴 良 （２３東京１）第２日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

７１２ レーザーバレット 牡３鹿 ５６ 横山 典弘前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ２１：３９．４ ７．６�

３４ � ケイアイヘルメス 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 米 Morihiro
Kameda ５１０－ ２１：３９．９３ ３．１�

８１５ タ ビ ト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春幅田 昌伸氏 白井 寿昭 浦河 荻伏服部牧場 ４７４－ ４１：４０．０� ４９．５�
２３ コスモバロン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 不二牧場 B５２０＋ ６１：４０．１� ５２．９�
８１４ デュアルスウォード 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ６ 〃 クビ ４．７�
４６ エーブポセイドーン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか シンボリ牧場 ４９８－ ６１：４０．５２� １０．６	
７１３ アルゴリズム 牡３芦 ５６ A．クラストゥス 前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 ４６２＋ ２１：４０．７１� ４．５


（仏）

６１１ アドマイヤトリック 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ４１：４０．９１	 １８．０�
３５ ナムラオーシャン 牡３鹿 ５６ 丸山 元気奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 平野牧場 ４８６＋ ２１：４１．５３� １１９．６�
２２ マイネロードナイト 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 コスモヴューファーム B４６４＋ ４１：４１．８１� ６２．６
５８ フレンドサンポウ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４７４－ ６１：４１．９� １７９．９�
５９ ファンキータウン 牡３芦 ５６ 吉田 隼人吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 土田農場 ５３４－１０１：４２．４３ １０４．３�
１１ ビッグギャンブラー 牡３栗 ５６ 内田 博幸坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５１８± ０１：４２．７２ １７．５�
４７ ブラウブリッツ 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �社台レースホース池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：４３．５５ ９３．３�
６１０ シャドウエミネンス 牡３栗 ５６ F．ベリー 飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５６－１２１：４６．２大差 １４．７�

（愛）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，０００，８００円 複勝： ４６，４１８，０００円 枠連： ２３，３２７，０００円

普通馬連： ８１，６３０，７００円 馬単： ４７，２３４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，４６２，３００円

３連複： ９２，７８９，９００円 ３連単： １４５，９７４，５００円 計： ４９６，８３７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２６０円 � １５０円 � ６４０円 枠 連（３－７） ５２０円

普通馬連 �� １，４８０円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ３，４３０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� １４，７３０円 ３ 連 単 ��� ６７，８００円

票 数

単勝票数 計 ２８０００８ 的中 � ２９２９７（４番人気）
複勝票数 計 ４６４１８０ 的中 � ４５５３１（４番人気）� １０６５５６（１番人気）� １４３９７（９番人気）
枠連票数 計 ２３３２７０ 的中 （３－７） ３３４７１（１番人気）
普通馬連票数 計 ８１６３０７ 的中 �� ４０９０６（４番人気）
馬単票数 計 ４７２３４５ 的中 �� １１７３０（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１４６２３ 的中 �� １２７４８（４番人気）�� ２１６７（３９番人気）�� ４９３６（１６番人気）
３連複票数 計 ９２７８９９ 的中 ��� ４６５０（４５番人気）
３連単票数 計１４５９７４５ 的中 ��� １５８９（２１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．５―３５．７―４８．３―１：０１．３―１：１４．３―１：２６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーザーバレット �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１０．１２．１２ 中山１着

２００８．５．１１生 牡３鹿 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔その他〕 シャドウエミネンス号は，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。
※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３０日 晴 良 （２３東京１）第２日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

３３ ル ル ー シ ュ 牡３黒鹿５６ A．クラストゥス 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０２＋ ４２：０７．２ ３．５�
（仏）

４４ インプレザリオ 牡３栗 ５６ 松岡 正海青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４８６－ ２２：０７．３� ７．５�
６６ サトノタイガー 牡３黒鹿５６ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４６４± ０ 〃 クビ １３．４�
８１０ ラヴェルソナタ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５１６± ０２：０７．４� ３．６�
８９ サトノアポロ 牡３黒鹿５６ F．ベリー 里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０２± ０２：０７．６１ ６．２�

（愛）

２２ コスモバタフライ 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 ４５０＋ ６２：０７．７� ３５．５�
７７ ロッカヴェラーノ 牡３青鹿５６ 横山 典弘吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム ４８０－ ６２：０７．８� ４．０	
７８ � ダークフィラメント 牡３黒鹿５６ 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 新ひだか 片岡 博 ４７６－ ２ 〃 ハナ ９６．９

５５ � トミケンヴァースト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人冨樫 賢二氏 和田正一郎 むかわ エスティウィンファーム ４５６± ０ 〃 ハナ ２００．０�
１１ サンデースイセイ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム ４８０＋ ４２：０８．３３ ３６．４�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２９，６１０，２００円 複勝： ４８，１４９，３００円 枠連： １８，２１７，７００円

普通馬連： ８２，４３９，３００円 馬単： ５３，４８１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１０５，６００円

３連複： ８６，４２８，４００円 ３連単： １８０，９０９，３００円 計： ５２６，３４１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � ２６０円 枠 連（３－４） １，４２０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ２，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ６９０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ４，０２０円 ３ 連 単 ��� １４，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２９６１０２ 的中 � ６８００１（１番人気）
複勝票数 計 ４８１４９３ 的中 � ９３７０１（１番人気）� ６０８６６（５番人気）� ４２０７３（６番人気）
枠連票数 計 １８２１７７ 的中 （３－４） ９４８９（７番人気）
普通馬連票数 計 ８２４３９３ 的中 �� ３９５６３（８番人気）
馬単票数 計 ５３４８１５ 的中 �� １６９０３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１０５６ 的中 �� １４５８８（６番人気）�� ９７３７（１０番人気）�� ６７３２（１５番人気）
３連複票数 計 ８６４２８４ 的中 ��� １５８９６（１８番人気）
３連単票数 計１８０９０９３ 的中 ��� ９０１５（６２番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．４―１３．３―１３．６―１３．９―１３．６―１３．５―１１．７―１０．９―１１．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２５．７―３９．０―５２．６―１：０６．５―１：２０．１―１：３３．６―１：４５．３―１：５６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３３．６

３ ５，４（２，８）３（１，６）（７，９）１０
２
４

・（５，４）（２，３，８）１，６（７，９）１０・（５，４）（２，８）３，６（１，７，９）１０
勝馬の
紹 介

ル ル ー シ ュ 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 Highest Honor デビュー ２０１０．９．５ 札幌１着

２００８．３．１９生 牡３黒鹿 母 ダンスーズデトワール 母母 Latifolia ３戦２勝 賞金 １８，８００，０００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。

０３０２０ １月３０日 晴 良 （２３東京１）第２日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時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
１：２１．８

不良

稍重

８１６ エフティフローラ 牝４黒鹿５４ 吉田 隼人吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：２７．２ ３７．３�

５１０ ニシノフェミニン 牝４黒鹿５４ 幸 英明西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４５０－１４ 〃 ハナ ２２．５�
６１２ ス パ ラ ー ト 牡５黒鹿５７ 内田 博幸 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B４６２＋１０ 〃 クビ ６．９�
７１４ コスモイルダーナ 牡４青鹿５６ F．ベリー 岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 ４８２± ０１：２７．３クビ ９．３�

（愛）

４７ �� インフォカルシー 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝前田 幸治氏 田中 剛 愛 Swettenham Stud
and Ben Sangster ５３４－ １ 〃 ハナ ５９．２�

２４ エ ヴ ァ 牝５黒鹿５５ 横山 典弘田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４６＋ ８１：２７．４	 １．５�
４８ サンパチェンス 牡４鹿 ５６ 的場 勇人南 	幸氏 高木 登 浦河 目名太山口

牧場 ４７２＋１０１：２７．６１
 ５０．１

３６ � トーアティアレ 牝４鹿 ５４ 石橋 脩高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４３６－２２１：２７．７クビ ３０４．０�
８１５ ゴーゴーシュンスケ 牡４栗 ５６ 津村 明秀藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ４６４＋１４１：２７．９１
 １０１．３
５９ グローリーステップ 牝４鹿 ５４

５１ ▲平野 優 �社台レースホース加藤 征弘 安平 追分ファーム ４６６＋ ９ 〃 ハナ １０．３�
６１１ ヒシイサベル 牝４鹿 ５４ 三浦 皇成阿部雅一郎氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ５０４＋２６ 〃 ハナ ４８．０�
７１３� エ ビ デ ン ス 牡４鹿 ５６ 北村 宏司佐藤 壽男氏 宗像 義忠 米

Kidder, Robenalt,
J. K. Griggs &
Linda Griggs

５３２－ ４ 〃 クビ ７５．３�
３５ � ワンナップアイテム 牡４栃栗５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 加 Mark Casse ５１６＋２４１：２８．２１� ２９．０�
１２ �� フィールザタレント 牝４鹿 ５４ 穂苅 寿彦櫻井 正氏 新開 幸一 米 T. Sakurai ４８６－ ６１：２８．８３	 ３３９．３�
２３ スナークサリー 牝４青 ５４

５１ ▲菅原 隆一杉本仙次郎氏 清水 英克 日高 永村 侑 ４３６＋１０１：２９．２２	 １７１．７�
１１ アナタノネガイ 牝４栗 ５４ A．クラストゥス 村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 藤沢牧場 B４７４＋ ８ 〃 ハナ ９１．４�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，５１４，１００円 複勝： ９５，８９６，６００円 枠連： ２５，９０９，９００円

普通馬連： １０１，１５４，６００円 馬単： ８５，３９１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，６０６，４００円

３連複： １１４，９７０，８００円 ３連単： ２７５，４９１，９００円 計： ７６５，９３５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７３０円 複 勝 � １，４１０円 � ８１０円 � ３９０円 枠 連（５－８） ６，５７０円

普通馬連 �� １６，２９０円 馬 単 �� ４８，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３８０円 �� ２，６６０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� ３８，８４０円 ３ 連 単 ��� ４２２，６９０円

票 数

単勝票数 計 ３１５１４１ 的中 � ６６６４（７番人気）
複勝票数 計 ９５８９６６ 的中 � １６７１２（７番人気）� ３０３５４（５番人気）� ７０５２６（２番人気）
枠連票数 計 ２５９０９９ 的中 （５－８） ２９１２（１６番人気）
普通馬連票数 計１０１１５４６ 的中 �� ４５８５（３１番人気）
馬単票数 計 ８５３９１５ 的中 �� １３０２（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５６０６４ 的中 �� １９７２（３５番人気）�� ３２８４（２３番人気）�� ６０５２（１５番人気）
３連複票数 計１１４９７０８ 的中 ��� ２１８５（８３番人気）
３連単票数 計２７５４９１９ 的中 ��� ４８１（５６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３６．２―４９．１―１：０１．４―１：１３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．１
３ ７（１２，１６）（３，５）（１，９，１３）（４，１０，１４）（２，８，１５）－（１１，６） ４ ・（７，１２，１６）５，１（３，４，９，１３）（１０，１４）（２，８，１５）（１１，６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エフティフローラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Ski Champ デビュー ２００９．７．２５ 新潟５着

２００７．２．１生 牝４黒鹿 母 ヴ ォ ル ピ ア 母母 Najera １１戦２勝 賞金 １８，９００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 エフティフローラ号の騎手吉田隼人は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（４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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 オネスト号・ディアブリッジ号
（非抽選馬） ２頭 シャインエフォート号・スプリングミント号
※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。



０３０２１ １月３０日 曇 良 （２３東京１）第２日 第９競走 ��
��１，４００�

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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

４５ サトノエクスプレス 牡５栗 ５７ A．クラストゥス 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３６＋ ４１：２１．５ ３．２�
（仏）

８１２ オルトリンデ 牝５栗 ５５ 北村 宏司 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６１：２１．８１� ３．８�
２２ ビ ン チ ェ ロ 牡７黒鹿５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ２１：２１．９� ３６．８�
４４ 	 ト ム ト ム 
６栗 ５７ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ２ 〃 ハナ １７．０�
６８ サザンスターディ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５３０＋１６ 〃 クビ ６．０�
５６ ドクターラオウ 牡５鹿 ５７ F．ベリー �アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ５２４－ ４１：２２．０� ７．５	

（愛）

８１３ パープルタイヨー 牡５鹿 ５７ 幸 英明中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４４６＋ ２１：２２．１� ４６．０

７１１ マ ヤ ノ マ ヤ 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４９０＋ ６１：２２．２� １１．３�
３３ ランブルジャンヌ 牝６鹿 ５５ 石橋 脩�ターフ・スポート的場 均 浦河 谷川牧場 ４９２＋ ２ 〃 クビ １２４．２�
７１０ スプラッシュエンド 牡５栗 ５７ 丸山 元気広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 ５００＋ ６１：２２．３クビ ２８．７
６９ シ ー マ ー ク 牡４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 B５５４± ０ 〃 ハナ １３．８�
１１ カレンナサクラ 牝７栗 ５５ 江田 照男北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４７４＋ ８ 〃 クビ ２８．６�
５７ � セイウンオウサム 牡４芦 ５６ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire ５１６＋１８１：２２．９３� ２９．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３４，１５９，６００円 複勝： ５４，４０９，０００円 枠連： ３８，０２６，８００円

普通馬連： １３８，８５９，８００円 馬単： ７７，５７０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，９２０，０００円

３連複： １４６，４１２，６００円 ３連単： ２６８，９８３，３００円 計： ８０２，３４１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ５８０円 枠 連（４－８） ４８０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １，６５０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ７，１１０円 ３ 連 単 ��� ２６，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３４１５９６ 的中 � ８４９３０（１番人気）
複勝票数 計 ５４４０９０ 的中 � １０９０３１（２番人気）� １１６６９４（１番人気）� １６７４７（１０番人気）
枠連票数 計 ３８０２６８ 的中 （４－８） ５８５５９（１番人気）
普通馬連票数 計１３８８５９８ 的中 �� １５８８５４（１番人気）
馬単票数 計 ７７５７０７ 的中 �� ４６４８６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３９２００ 的中 �� ５３３９１（１番人気）�� ５８６３（２３番人気）�� ５５４５（２５番人気）
３連複票数 計１４６４１２６ 的中 ��� １５２０９（２４番人気）
３連単票数 計２６８９８３３ 的中 ��� ７５３６（７０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．８―３５．２―４７．５―５９．０―１：１０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３４．０
３ １１－１０，７，６，８，４，５（３，９）１２，２－１３－１ ４ １１－（１０，７）６（４，８）５（３，１２）９（２，１３）１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノエクスプレス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 クリミナルタイプ デビュー ２００８．１１．２９ 東京１着

２００６．４．４生 牡５栗 母 レディータイクーン 母母 ビユーパーダンス ２４戦４勝 賞金 ７９，９２３，０００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。

０３０２２ １月３０日 曇 良 （２３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；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

８１６ ドリームゼニス 牡５栗 ５７ 幸 英明セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５１６－ ２１：３３．８ ６．４�

４７ ソーマジック 牝６鹿 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム B５２０＋ ４１：３３．９� ２０．６�
３５ � セイウンジャガーズ 牡４黒鹿５６ 松岡 正海西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４６８＋ ４ 〃 クビ ８．１�
２３ シゲルモトナリ 牡４黒鹿５６ 吉田 隼人森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５０４－ ６１：３４．１１ １７．２�
５９ ケニアブラック 牡５鹿 ５７ F．ベリー 吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４６８＋ ６ 〃 ハナ １．６�

（愛）

３６ ニーマルオトメ 牝４栗 ５４ 後藤 浩輝板橋 秋氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 B４９４＋ ６１：３４．２� ２８．２�
６１２ ブリッツェン 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４９４＋ ８１：３４．３	 ５９．３	
１２ 
 サクラネクスト 牡７栗 ５７ 北村 宏司�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４７４＋ ４ 〃 ハナ ８２．９

１１ エオリアンハープ 牝５栗 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４５０＋１０ 〃 クビ １３．７�
４８ ダノンブライアン �７鹿 ５７ 村田 一誠�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１０－ ２１：３４．６２ ２６８．６
６１１
 アロマンシェス 牡７鹿 ５７ 江田 照男伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４７０＋ ４１：３４．７	 ２７５．４�
５１０ マチカネカミカゼ 牡６栗 ５７ 石橋 脩吉田 千津氏 田中 剛 静内 千代田牧場 ４９０＋１２１：３４．８� １９３．０�
２４ ラフレッシュブルー 牝６栗 ５５ 秋山真一郎 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４５６± ０１：３５．０	 ８０．３�
７１３ ラ ル ケ ッ ト 牝６青鹿５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ５０６± ０ 〃 アタマ １７．６�
８１５ ドリームスカイラブ 牡６黒鹿５７ 津村 明秀セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ５０２＋ ６１：３５．５３ ４２９．１�
７１４ ブルーマーテル 牡７栗 ５７ 丸山 元気吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５８± ０１：３５．９２� ３３３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５５，８６６，２００円 複勝： ８６，３６０，１００円 枠連： ４１，７９７，９００円

普通馬連： ２０９，５３６，８００円 馬単： １３２，０８０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，１３１，１００円

３連複： ２２６，９７４，９００円 ３連単： ４７６，３４２，２００円 計： １，２９２，０９０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２２０円 � ５００円 � ２３０円 枠 連（４－８） ５，８９０円

普通馬連 �� ５，３３０円 馬 単 �� １０，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７１０円 �� ７７０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� １２，９００円 ３ 連 単 ��� ８３，７１０円

票 数

単勝票数 計 ５５８６６２ 的中 � ６９０３３（２番人気）
複勝票数 計 ８６３６０１ 的中 � １１３６４２（２番人気）� ３８４２６（８番人気）� １０５８６１（３番人気）
枠連票数 計 ４１７９７９ 的中 （４－８） ５２３９（２１番人気）
普通馬連票数 計２０９５３６８ 的中 �� ２９０３０（１５番人気）
馬単票数 計１３２０８０８ 的中 �� ９４３０（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３１３１１ 的中 �� ８９３７（２１番人気）�� ２１１２５（８番人気）�� ９８６２（１７番人気）
３連複票数 計２２６９７４９ 的中 ��� １２９８８（３７番人気）
３連単票数 計４７６３４２２ 的中 ��� ４２００（２０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．９―３５．４―４７．３―５９．５―１：１０．８―１：２１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームゼニス �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．７．６ 阪神４着

２００６．５．３生 牡５栗 母 スレンダーガール 母母 ビクトリアクラウン ２５戦５勝 賞金 １１３，５５８，０００円
※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 トゥニーポート号・ロッソトウショウ号
※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。



０３０２３ １月３０日 晴 良 （２３東京１）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�第２５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，２２．１．３０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，２２．１．２９以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

１１ セイクリムズン 牡５黒鹿５７ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ５０８＋ ２１：２３．０ ３．６�

３５ ダノンカモン 牡５黒鹿５６ 三浦 皇成�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５２６－１０１：２３．２１� ４．８�
６１１ ダイショウジェット 牡８鹿 ５６ 柴山 雄一馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ５６８＋ ８１：２３．７３ ８８．６�
５９ � エーシンクールディ 牝５芦 ５４ A．クラストゥス �栄進堂 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４８８－ ６１：２４．０１	 ３５．８�
（仏）

２３ ティアップワイルド 牡５栗 ５６ 石橋 脩田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５３０＋ ６１：２４．３１	 １２．１�
７１４ ワンダーポデリオ 牡７鹿 ５６ 吉田 豊山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４７６－ ６１：２４．４	 ５６．７�
８１５ ワールドワイド 牡５芦 ５６ 松岡 正海山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４９４－ ４１：２４．５	 １６．３	
３６ ケイアイガーベラ 牝５栗 ５５ 秋山真一郎 �啓愛義肢材料販売所 平田 修 新冠 隆栄牧場 ４８０＋ ６１：２４．６
 ２．７

４７ � ビクトリーテツニー 牡７栗 ５６ 後藤 浩輝榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge

Farm ４９４＋ ８１：２４．７	 １３１．０�
７１３ タマモホットプレイ 牡１０栗 ５７ 武士沢友治タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８２＋ ８１：２４．９１ ４６６．８�
５１０ スターボード 牡４芦 ５５ 横山 典弘大社 聡氏 矢野 英一 新ひだか 増本牧場 ５１０＋ ８ 〃 クビ １１．８
１２ ダイワディライト 牡７栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 B５０８－ ４１：２５．０クビ ９８．７�
６１２ サクセスブロッケン 牡６青鹿５８ 内田 博幸�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 谷川牧場 ５２２－ ５１：２５．１
 １２．３�
２４ � ガ ブ リ ン 牡９鹿 ５６ 田中 勝春榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR

Fleming ４７０＋ ６１：２５．６３ ４２２．３�
４８ アグネスジェダイ 牡９鹿 ５７ F．ベリー 渡辺 孝男氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B５１６＋ ２１：２５．７
 ２４９．６�

（愛）

８１６ スリーアベニュー 牡９栗 ５６ 江田 照男永井商事� 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ５０８＋ ４１：２５．９１ ３７８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５９，４６２，７００円 複勝： ２０９，１６２，８００円 枠連： １５１，５５２，０００円

普通馬連： ７５７，０７２，１００円 馬単： ４２１，３９６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０８，３５８，９００円

３連複： ９２８，６７０，９００円 ３連単： ２，０６６，６８０，２００円 計： ４，９０２，３５６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ９４０円 枠 連（１－３） ３２０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ２，８３０円 �� ２，９３０円

３ 連 複 ��� １２，１１０円 ３ 連 単 ��� ４５，０８０円

票 数

単勝票数 計１５９４６２７ 的中 � ３５５４３３（２番人気）
複勝票数 計２０９１６２８ 的中 � ４４５６５７（１番人気）� ４２４４２６（２番人気）� ３７７４５（１０番人気）
枠連票数 計１５１５５２０ 的中 （１－３） ３５４２９３（１番人気）
普通馬連票数 計７５７０７２１ 的中 �� ８７６６２４（１番人気）
馬単票数 計４２１３９６８ 的中 �� ２４１８６８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０８３５８９ 的中 �� ２３１３３７（１番人気）�� １６２５５（２９番人気）�� １５６９１（３０番人気）
３連複票数 計９２８６７０９ 的中 ��� ５６６３２（３９番人気）
３連単票数 計２０６６６８０２ 的中 ��� ３３８３４（１３５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．６―１２．１―１２．０―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．２―４７．３―５９．３―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイクリムズン �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 サウスアトランテイツク デビュー ２００８．８．２ 小倉８着

２００６．３．１３生 牡５黒鹿 母 ス ダ リ ー フ 母母 ス ダ フ ラ ウ ２３戦８勝 賞金 １９５，３９８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 アンダーカウンター号・ギンザボナンザ号・クイックリープ号・ケイアイテンジン号・サニーサンデー号・

セイカアレグロ号・ツクバホクトオー号・トシギャングスター号・ペプチドルビー号・ユウキタイティ号
※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。

０３０２４ １月３０日 晴 良 （２３東京１）第２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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

５８ � トウショウゲーム 牡６栗 ５７ 田中 勝春トウショウ産業� 池上 昌弘 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５４０＋ ２２：１５．２ ３．６�

８１４ カシマストロング 牡４鹿 ５６ 丸山 元気�カシマ 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４９０＋ ２２：１５．４１� １７．５�
７１３� アルファオリオン 牡８鹿 ５７ 三浦 皇成�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 B４６６－ ２２：１５．６１ １７．２�
７１２ オリオンザアルファ 牡４黒鹿５６ 柴山 雄一平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４８０－ ８２：１５．７	 ５９．９�
６１１ マチカネヒヨドリ 牡５栗 ５７ F．ベリー 吉田 千津氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ １８．８�

（愛）

２２ メジロティモン 牡６栗 ５７ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１６± ０２：１５．９１	 ５０．５	
５９ エアペイシェンス 牡５栗 ５７ 内田 博幸 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３６± ０ 〃 ハナ １１．５

６１０ ドラゴンアルテマ 牡４青 ５６ 北村 宏司窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９４＋ ６２：１６．１１� １０．０�
４７ 
� ホウショウアマネ 牝６芦 ５５ 幸 英明芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm ４８４± ０ 〃 クビ ４９．８�
１１ スパークルシチー 牡６黒鹿５７ 横山 典弘 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新冠 グリー牧場 B４９２－ ６２：１６．２クビ ６．５
３５ ジーガートップ 牡５栗 ５７ 津村 明秀�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 ５１０± ０２：１６．３� ２．７�
２３ ジェットヴォイス 牡４鹿 ５６ A．クラストゥス 本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 ４９６－ ２２：１６．８３ ７４．０�

（仏）

８１５ リネンタキシード 牡４青鹿５６ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５３０－ ４ 〃 ハナ ５８．７�
３４ ドリームハッチ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９６－ ８２：１６．９� １０７．６�
４６ � ワンダーティンバー 牡７栗 ５７

５４ ▲菅原 隆一山本 信行氏 阿部 新生 新冠 村上牧場 ４８８－ ６２：１７．１� ３９４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５７，８４７，０００円 複勝： ９０，１５３，６００円 枠連： ５７，１１５，２００円

普通馬連： ２３３，３３４，３００円 馬単： １３２，０５５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７６，１３４，９００円

３連複： ２６８，９３１，９００円 ３連単： ５６０，７３９，７００円 計： １，４７６，３１１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １９０円 � ４８０円 � ４２０円 枠 連（５－８） １，８８０円

普通馬連 �� ３，１９０円 馬 単 �� ５，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１８０円 �� ９３０円 �� ２，６７０円

３ 連 複 ��� １４，０６０円 ３ 連 単 ��� ６６，８６０円

票 数

単勝票数 計 ５７８４７０ 的中 � １２７５４７（２番人気）
複勝票数 計 ９０１５３６ 的中 � １６２３１５（２番人気）� ４３７５９（８番人気）� ５１４７３（７番人気）
枠連票数 計 ５７１１５２ 的中 （５－８） ２２４３１（９番人気）
普通馬連票数 計２３３３３４３ 的中 �� ５４０９２（１３番人気）
馬単票数 計１３２０５５２ 的中 �� １８６５８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７６１３４９ 的中 �� １６０３９（１３番人気）�� ２０７２６（１１番人気）�� ６８０８（３１番人気）
３連複票数 計２６８９３１９ 的中 ��� １４１１９（４５番人気）
３連単票数 計５６０７３９７ 的中 ��� ６１９０（１９６番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．７―１２．７―１３．６―１３．８―１３．９―１３．２―１２．７―１２．３―１１．９―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．０―１８．７―３１．４―４５．０―５８．８―１：１２．７―１：２５．９―１：３８．６―１：５０．９―２：０２．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�トウショウゲーム �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ナイスダンサー

２００５．５．２６生 牡６栗 母 ターナートウショウ 母母 プリテイトウシヨウ ８戦２勝 賞金 ２４，３００，０００円
初出走 JRA

※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。



（２３東京１）第２日 １月３０日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
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

２４４，９５０，０００円
２２，３８０，０００円
１，８８０，０００円
２３，１８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，３９５，０００円
４，９７８，０００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
５１１，４３４，９００円
８５５，６１２，６００円
４４５，０９０，３００円

１，９１５，２２７，２００円
１，１６６，５７９，８００円
６１３，５９９，８００円

２，２３９，５５２，８００円
４，６０３，６９２，９００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 １２，３５０，７９０，３００円

総入場人員 ３３，３６４名 （有料入場人員 ３２，３３６名）


