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０３００１ １月２８日 晴 稍重 （２４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
１：２１．８

不良

稍重

４８ ス カ ー レ ル 牝３栗 ５４ 三浦 皇成吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４５４－ ２１：２７．６ ６．５�

１２ オールドパサデナ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４９８－ ８１：２７．８１� １．７�
２３ ディアジーローズ 牝３青 ５４ 後藤 浩輝ディアレスト 田村 康仁 新ひだか タイヘイ牧場 ４３２＋ ６１：２７．９� ６．４�
３５ スガノパフィオ 牝３芦 ５４ 横山 典弘�テシオ 矢野 英一 日高 モリナガファーム ４５２－ ４１：２８．３２� ８．３�
３６ ラ ヴ ェ ン ナ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩�ターフ・スポート伊藤 圭三 浦河 大北牧場 ４７２－１２１：２８．５１ １３３．５�
１１ ガルディアン 牝３鹿 ５４ 丸山 元気コウトミックレーシング 清水 英克 浦河 小島牧場 ４５６－ ２１：２８．６クビ ７６．６�
６１１ コスモレイラ 牝３青鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４５８＋ ６ 〃 クビ ４２．１	
８１６ フレンチローズ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊安原 浩司氏 小野 次郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４６２± ０１：２８．８１� ４３．７

５９ サニースペシャル 牝３黒鹿５４ 津村 明秀宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４７２－ ２１：２９．０１� ５０．９�
５１０ モエレマリーア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４４２－ ２１：２９．２１� １０．８�
７１４ アバーブゴッド 牝３青鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次石瀬 浩三氏 相沢 郁 浦河 小葉松 幸雄 ４４８－１０１：２９．３� １６９．４
７１３ トーアライチョウ 牝３芦 ５４

５１ ▲小野寺祐太高山ランド� 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 ４３２－ ４１：２９．７２� ３７１．６�
２４ ペリートウショウ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司トウショウ産業� 小笠 倫弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４３６＋ ４１：２９．９１� ２４．８�
６１２ ケージーアケボノ 牝３栗 ５４ 的場 勇人川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 ４１４± ０１：３０．０� ４４０．６�
４７ キママレディー 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋１０１：３０．８５ ２２７．６�
８１５ ラ ブ ス リ ー 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士増田 陽一氏 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 ４８２＋ ２１：３１．６５ ４９３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，５８５，０００円 複勝： ４２，５７９，３００円 枠連： １２，４４０，１００円

馬連： ５３，２８７，５００円 馬単： ３９，５６１，３００円 ワイド： ２６，０１５，０００円

３連複： ７３，１２２，１００円 ３連単： １２５，６１４，２００円 計： ３９５，２０４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（１－４） ５３０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ４２０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ５，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２２５８５０ 的中 � ２７５６９（３番人気）
複勝票数 計 ４２５７９３ 的中 � ５６３２２（３番人気）� １５８７５３（１番人気）� ６５３０１（２番人気）
枠連票数 計 １２４４０１ 的中 （１－４） １７４４９（２番人気）
馬連票数 計 ５３２８７５ 的中 �� ７１９０８（２番人気）
馬単票数 計 ３９５６１３ 的中 �� １７８８３（６番人気）
ワイド票数 計 ２６０１５０ 的中 �� ３１７４６（２番人気）�� １３３８８（５番人気）�� ３１８３７（１番人気）
３連複票数 計 ７３１２２１ 的中 ��� ６６０８３（１番人気）
３連単票数 計１２５６１４２ 的中 ��� １５４８６（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．８―３６．５―４９．７―１：０２．５―１：１４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３７．９
３ ６，９（３，１３）（２，８，１５）１６，４，７，１（１１，１２）（１０，１４）５ ４ ６，９（３，１３）（２，８）（４，１６，１５）７（１，１１）（１０，１２，１４）－５

勝馬の
紹 介

ス カ ー レ ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１２．２５ 中山２着

２００９．３．９生 牝３栗 母 ドライアッド 母母 オークツリー 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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 デンジャラスゲーム号
（非抽選馬） １頭 レインボーカムカム号

０３００２ １月２８日 晴 稍重 （２４東京１）第１日 第２競走 ��２，１００�サラブレッド系３歳
発走１０時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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

５９ タイセイモンスター 牡３栗 ５６ 三浦 皇成田中 成奉氏 須貝 尚介 様似 �村 伸一 ５２６－ ６２：１５．３ ８．９�

３５ イルポスティーノ 牡３栗 ５６ T．クウィリー �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B５０６－ ６２：１５．７２� ４２．３�
（英）

４７ ザッツフォエヴァー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝ザ・チャンピオンズ 牧 光二 新冠 若林牧場 ５２２－１０２：１６．０１� ８．８�
４８ レッドアヴァロン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 浜本牧場 ４８８－ ４２：１６．６３� ４．５�
３６ ベニノアロー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀�紅谷 新開 幸一 新冠 安達 洋生 B４５４± ０２：１６．８１� ３６．９�
８１５ サクセスフルビッド 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義�G１レーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ５０８＋２０２：１７．３３ ３．１	
７１４ トーセンオウジ 牡３栗 ５６ 田中 博康島川 
哉氏 鈴木 康弘 新ひだか ヒサイファーム ４９８＋ ４２：１７．４クビ ９４．７�
２４ アポロヴァリアント 牡３鹿 ５６ 丸山 元気アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 ４９６＋ ２２：１７．５� １１．６�
８１６ マキシムギャラント 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４３２± ０２：１７．６� ２５．０
６１１ スーパーボルト 牡３栗 ５６ 石橋 脩浜野順之助氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 ５３６＋ ６ 〃 アタマ ５．１�
１１ ディアスピリトゥス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広�樽さゆり氏 菊川 正達 新冠 長浜牧場 B４６０± ０２：１７．９２ ３５．３�
７１３ コスモクーペ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ５０４＋ ４２：１８．０� ２９．７�
２３ ショウナンカンパク 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一国本 哲秀氏 大和田 成 新ひだか 静内フアーム ４７４± ０２：１８．１クビ ２６９．３�
６１２ シャイニーアース 牡３黒鹿５６ 武士沢友治小林 昌志氏 菊川 正達 日高 原田牧場 ５２２－ ４２：１８．４１� １８０．０�
５１０ ジョウショーサニー 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優熊田 義孝氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 B５２２± ０２：１８．７１� ２９．８�
１２ リバータイガー 牝３芦 ５４ 筒井 勇介桐谷 茂氏 中野 栄治 新冠 豊巻牧場 ４３０－ ２２：２０．８大差 ３０５．７�

（笠松）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，２２０，６００円 複勝： ３１，７４３，４００円 枠連： １４，８０８，０００円

馬連： ５０，６１０，６００円 馬単： ３２，４０４，０００円 ワイド： ２２，６７０，５００円

３連複： ６２，９４１，３００円 ３連単： ９５，４９５，７００円 計： ３２７，８９４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ３１０円 � １，０５０円 � ３５０円 枠 連（３－５） ６，１５０円

馬 連 �� ３２，０９０円 馬 単 �� ５４，３６０円

ワ イ ド �� ６，８５０円 �� １，７４０円 �� ８，４９０円

３ 連 複 ��� １０９，３００円 ３ 連 単 ��� ６０７，５６０円

票 数

単勝票数 計 １７２２０６ 的中 � １５２４８（５番人気）
複勝票数 計 ３１７４３４ 的中 � ２９６３１（５番人気）� ６９８４（１１番人気）� ２５２２８（６番人気）
枠連票数 計 １４８０８０ 的中 （３－５） １７７７（２３番人気）
馬連票数 計 ５０６１０６ 的中 �� １１６４（６１番人気）
馬単票数 計 ３２４０４０ 的中 �� ４４０（１１３番人気）
ワイド票数 計 ２２６７０５ 的中 �� ８０６（５９番人気）�� ３２９５（１８番人気）�� ６４９（６５番人気）
３連複票数 計 ６２９４１３ 的中 ��� ４２５（２０９番人気）
３連単票数 計 ９５４９５７ 的中 ��� １１６（１１３７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．３―３１．４―４４．６―５８．１―１：１１．２―１：２４．４―１：３７．５―１：４９．９―２：０２．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイモンスター �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１１．１２．１１ 小倉７着

２００９．５．２２生 牡３栗 母 バレーダンシング 母母 Soltura ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 スーパーボルト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 サムシングエルス号・トミケンオウカン号・ドリームインプレス号・ユーロビート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第１回 東京競馬 第１日



０３００３ １月２８日 晴 稍重 （２４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）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２４ � シンボリエンパイア 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro
Wada ４９８ ―１：４０．６ １．７�

８１５ ホクレアポパイ 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４２６ ―１：４１．０２� １９２．６�
６１２ トウカイマルシェ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ４８８ ―１：４１．２１� １２．９�
７１４ ニットウビクトリー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�日東牧場 松山 康久 浦河 日東牧場 ４７４ ― 〃 クビ １０．６�
８１６ レッドジャクソン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 ５３０ ―１：４１．３クビ １２．８�
４７ オネストエイブ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６８ ―１：４１．４	 ９．９	
１２ ケイズイーグル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 IHR 田村 康仁 新ひだか 山本 昇寿 ４８２ ―１：４２．２５ ５１．５

５１０ トップリターン 牡３黒鹿５６ 岩部 純二�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 ４８２ ―１：４２．３� ５７．８�
３６ メルクリオス 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜芹澤 精一氏 田中 清隆 平取 中川 隆 B４５２ ― 〃 ハナ １０６．３�
３５ タイセイデステニー 牡３栗 ５６ 横山 典弘田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 ４９２ ―１：４２．５１� ６．５
７１３ ト ル ー マ ン 牡３鹿 ５６ 千葉 直人栗嶋 豊明氏 木村 哲也 新ひだか 加野牧場 ５００ ―１：４３．０３ １０６．２�
５９ パルジョーイ 牡３青鹿５６ 的場 勇人水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 ５３２ ― 〃 アタマ ５０．２�
１１ ウエストヘブン 牡３鹿 ５６ 穂苅 寿彦西村 和夫氏 新開 幸一 新ひだか 西村 和夫 ４２８ ―１：４３．６３� １６４．２�
４８ メイスンフェアリー 牝３鹿 ５４ 田中 博康梅村 浩氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４４２ ―１：４４．３４ ２３．３�
２３ セバスチャン 牡３栗 ５６ 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４９４ ―１：４６．３大差 １２０．３�

（１５頭）
６１１ トーアキシカイセイ 牡３栗 ５６ 伊藤 直人高山ランド� 天間 昭一 豊浦トーア牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １８，５１８，６００円 複勝： ２７，４２４，６００円 枠連： １４，２００，６００円

馬連： ４１，３９９，１００円 馬単： ３３，３１６，２００円 ワイド： １８，１３０，６００円

３連複： ４７，２６６，０００円 ３連単： ８３，６６６，１００円 計： ２８３，９２１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １３０円 � ２，３００円 � ３００円 枠 連（２－８） １，０１０円

馬 連 �� １２，８３０円 馬 単 �� １８，０８０円

ワ イ ド �� ４，０７０円 �� ５３０円 �� ９，４２０円

３ 連 複 ��� ２５，０５０円 ３ 連 単 ��� ２１８，１９０円

票 数

単勝票数 計 １８５１８６ 的中 � ９０８５６（１番人気）
複勝票数 計 ２７４２４６ 的中 � ９１３６３（１番人気）� １９９０（１４番人気）� １９９４４（６番人気）
枠連票数 計 １４２００６ 的中 （２－８） １０３９３（４番人気）
馬連票数 計 ４１３９９１ 的中 �� ２３８３（２９番人気）
馬単票数 計 ３３３１６２ 的中 �� １３６０（４８番人気）
ワイド票数 計 １８１３０６ 的中 �� １０５１（３２番人気）�� ９３１８（５番人気）�� ４４９（６２番人気）
３連複票数 計 ４７２６６０ 的中 ��� １３９３（６８番人気）
３連単票数 計 ８３６６６１ 的中 ��� ２８３（４３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．３―３６．７―５０．１―１：０４．０―１：１６．７―１：２８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３６．６
３ ４（１０，１２）（５，１４）（９，１３）（７，１５）１６，８，２，６－１－３ ４ ・（４，１２）（５，１４）（１０，１３，１５）７（１６，８）９（２，６）１＝３

勝馬の
紹 介

�シンボリエンパイア �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Key of Luck 初出走

２００９．２．１８生 牡３黒鹿 母 Miss Emma 母母 Disregard That １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔出走取消〕 トーアキシカイセイ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２７頭 アヴェニーレ号・オメガスパーキング号・オータムカラー号・クールブランカ号・サトノフロンティア号・

サリエンテ号・シャングリラ号・シルバードラゴン号・スーパーピロボール号・セイントチャンス号・
ダイメイサンジ号・ダイワロード号・タカオキセキ号・バチスカーフ号・ヒカルヨコハマ号・ヒールアンドトゥ号・
ブリスアウト号・ブルーリバティー号・ブレッシングベル号・ミヒロ号・メビュースラブ号・モエレプレジデント号・
ヤマニンパニエ号・ユニヴェール号・ラヴィーズバード号・ランドシャーク号・ローレルクラウド号

０３００４ １月２８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２４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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

３４ アイティゴールド 牡４黒鹿５９ 高野 和馬一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８６＋１１３：２８．０ １３．８�

８１４ ティアップブレイズ 牡４鹿 ５９ 五十嵐雄祐田中 昇氏 高木 登 新ひだか 三木田 頼嗣 ５２８＋ ８ 〃 クビ ２０．０�
５７ コスモソユーズ 牡４栗 ５９ 平沢 健治 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ４９６＋１６３：２８．１� ３５．０�
７１１� クリノテンペスタ 牡５栗 ６０ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４８０± ０３：２８．６３ ３．８�
７１２ ケミカルチェンジ �４青鹿５９ 穂苅 寿彦 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４９８－ ２３：２８．７クビ ３．３�
５８ ゴーゴーシュンスケ 牡５栗 ６０ 草野 太郎藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ４７６＋ ８３：３０．２９ ６３．３�
６１０ エ ジ ソ ン 牡６栗 ６０ 横山 義行重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５４２＋１０３：３１．０５ ２．６	
３３ セントアンズ 牝５栗 ５８ 水出 大介吉橋 計氏 石毛 善彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４７２＋ ８３：３１．８５ ５８．９

４６ ミラクルフルーツ 牝６鹿 ５８ 蓑島 靖典吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ５１０＋ ６３：３３．１８ ５７．９�
４５ コウヨウメビウス 牝４鹿 ５７ 池崎 祐介寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４７０＋１２３：３３．３１� ２６．８�
８１３ サマークイーン 牝４栗 ５７ 金子 光希セゾンレースホース 坂本 勝美 浦河 山田 昇史 ４３２＋１０３：３４．５７ １２５．４�
１１ アカウンタビリティ 牡４黒鹿５９ 山本 康志池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 浦河 山田 昇史 ５１０＋ ６ 〃 アタマ ２３．９�
６９ � ガリンペイロ 牡５鹿 ６０ 石神 深一内藤 好江氏 浅野洋一郎 新冠 競優牧場 ４８８＋２０３：３５．３５ ８９．９�
２２ クリノダイヤモンド 牝４芦 ５７ 鈴木 慶太栗本 博晴氏 成島 英春 日高 永村 侑 ５０２＋ ６３：３９．８大差 ２５４．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，７２３，５００円 複勝： １５，７７１，６００円 枠連： １４，０６５，７００円

馬連： ３４，３０３，２００円 馬単： ２５，６７３，６００円 ワイド： １４，８０４，６００円

３連複： ４５，９０２，５００円 ３連単： ７７，６３３，９００円 計： ２４１，８７８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ３６０円 � ４８０円 � ６７０円 枠 連（３－８） ４，７７０円

馬 連 �� ８，０１０円 馬 単 �� １２，９１０円

ワ イ ド �� ２，１２０円 �� ２，５１０円 �� ３，４４０円

３ 連 複 ��� ３６，７１０円 ３ 連 単 ��� ２５３，５２０円

票 数

単勝票数 計 １３７２３５ 的中 � ７８７６（４番人気）
複勝票数 計 １５７７１６ 的中 � １２２６８（４番人気）� ８６３８（５番人気）� ５８８５（８番人気）
枠連票数 計 １４０６５７ 的中 （３－８） ２１７８（１３番人気）
馬連票数 計 ３４３０３２ 的中 �� ３１６４（２４番人気）
馬単票数 計 ２５６７３６ 的中 �� １４６８（３８番人気）
ワイド票数 計 １４８０４６ 的中 �� １７３１（２１番人気）�� １４５４（２９番人気）�� １０５２（３４番人気）
３連複票数 計 ４５９０２５ 的中 ��� ９２３（８０番人気）
３連単票数 計 ７７６３３９ 的中 ��� ２２６（４９１番人気）

上り １マイル １：４８．１ ４F ５１．８－３F ３８．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイティゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．１０．３ 中山８着

２００８．３．９生 牡４黒鹿 母 トウキュウアビー 母母 プリンセスアビー 障害：１戦１勝 賞金 ７，０００，０００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） １頭 ジャンピンジャック号
（非抽選馬） １頭 オウエイロブロイ号



０３００５ １月２８日 晴 良 （２４東京１）第１日 第５競走 ��１，６００�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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

１１ アルディートプリエ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム ４９６＋ ６１：３６．４ ４６．１�

３５ ハ ー モ ニ ー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２± ０ 〃 アタマ １．９�
４８ エバールージュ 牝３栗 ５４ 北村 宏司宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４４０＋ ６ 〃 クビ １３．５�
１２ コンドッティエーレ 牡３栗 ５６ 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４７０－ ２１：３６．６１ １７．８�
６１１ リバーオリエンタル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊吉田 和美氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６２＋ ８１：３６．７� ５．０�
２４ スリリングレディ 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優久保 敏文氏 大江原 哲 日高 大沢育成牧場 ４３４－ ６１：３６．９１ １０２．９�
２３ ロ マ ン チ カ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成井上 久光氏 高市 圭二 新冠 浜口牧場 ４１４＋ ２ 〃 クビ ９．０	
４７ イ ル マ ー レ �３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４００－ ２１：３７．０� ３７．５

５１０ チーフザムーン 牝３青鹿５４ 木幡 初広川上 哲司氏 坂本 勝美 浦河 高村牧場 B４７４＋ ６１：３７．１クビ ２９５．４�
６１２ ミスターナインワン 牡３鹿 ５６ 岩部 純二増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム ４５６－ ２１：３７．３１� １３７．８�
５９ ロードエナジー �３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜 �ロードホースクラブ 松山 将樹 青森 太田ファーム ４６０－ ２ 〃 クビ ５０６．２
７１４ ラインシルビア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４１：３７．４� ８．３�
７１３ ジャッドマックス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀�樽さゆり氏 伊藤 伸一 新ひだか 大滝 康晴 ４６８＋ ２１：３７．５クビ １７．４�
８１６ コスモキャリー 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大竹 正博 新冠 平山牧場 ４４６＋ ４１：３７．６� ６７．３�
３６ ウエスタンルーチェ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム ４３４－ ８１：３８．２３� ３２３．２�
８１５ リンガスキッド 牡３栗 ５６ T．クウィリー伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４６０－ ２１：３８．４１� ８４．３�
（英）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６７４，５００円 複勝： ３６，１０３，８００円 枠連： １６，５２８，７００円

馬連： ５５，７１８，１００円 馬単： ３９，５０１，６００円 ワイド： ２４，６９０，０００円

３連複： ６５，４８２，６００円 ３連単： １１６，９５０，１００円 計： ３７７，６４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，６１０円 複 勝 � ８５０円 � １３０円 � ３００円 枠 連（１－３） １，２３０円

馬 連 �� ３，３３０円 馬 単 �� １１，６８０円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� ３，９９０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １０，１５０円 ３ 連 単 ��� １０１，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２２６７４５ 的中 � ３８７８（９番人気）
複勝票数 計 ３６１０３８ 的中 � ７５４１（９番人気）� １１４０９９（１番人気）� ２６６１４（５番人気）
枠連票数 計 １６５２８７ 的中 （１－３） ９９５８（５番人気）
馬連票数 計 ５５７１８１ 的中 �� １２３５８（１１番人気）
馬単票数 計 ３９５０１６ 的中 �� ２４９７（３５番人気）
ワイド票数 計 ２４６９００ 的中 �� ４８８２（１２番人気）�� １４１２（３６番人気）�� １６０９９（４番人気）
３連複票数 計 ６５４８２６ 的中 ��� ４７６２（２９番人気）
３連単票数 計１１６９５０１ 的中 ��� ８５１（２６９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．３―１２．５―１３．０―１２．１―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．７―４７．２―１：００．２―１：１２．３―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３６．２
３ １３，５，１６（１，１５）（６，１４）１２，８（３，１０）２（４，７）－１１－９ ４ １３，５（１，１６，１５）（６，１４）（８，１２）（２，３，１０）（４，７）１１，９

勝馬の
紹 介

アルディートプリエ �
�
父 シーキングザダイヤ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１１．１２．２５ 中山７着

２００９．４．２０生 牝３黒鹿 母 プレイザフィールド 母母 エンジェルマインド ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。
（非当選馬） ５頭 エメラルポケット号・クリノエルヴィス号・サイトカイン号・フェスティヴラン号・ミヤコデラックス号
（非抽選馬） ２頭 パイライトパワー号・ブライトボーイ号
※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。

０３００６ １月２８日 晴 良 （２４東京１）第１日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

２３ カフヴァール 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム ４５８ ―１：２４．１ ２．９�

８１６ ロゼッタストーン 牡３鹿 ５６ T．クウィリー太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 ４５４ ―１：２４．３１� ５．２�
（英）

７１４ ダイワベスパー 牝３黒鹿５４ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４２８ ―１：２４．４クビ ３．４�
６１１ ア ズ キ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４３２ ―１：２４．６１� １２．３�
５９ アラマサスカイ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４５８ ―１：２４．７� ２６．７�
３６ ヒ シ ア ー ト 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣阿部雅一郎氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：２５．０１� ２８．３�
５１０ エンムハチナナ 牝３栃栗５４ 木幡 初広宮田 直也氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ４７４ ―１：２５．４２� １２．７	
３５ ウインゴーウェル 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次
ウイン 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム B５３６ ―１：２５．５クビ ５１．２�
４８ カンタベリーママ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ３９６ ―１：２５．６� １２７．６�
１２ ヒカルエイジェンヌ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�橋 京子氏 小笠 倫弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１８ ―１：２５．７� ７．９
６１２ サマースノー 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優本杉 芳郎氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５６ ―１：２５．９１� １２１．３�
１１ リネンテイク 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４４８ ― 〃 ハナ １９４．４�
８１５ メジャーデビュー 牝３鹿 ５４ 五十嵐雄祐 �高木競走馬育成牧場 高木 登 新冠 中本 隆志 ４３２ ―１：２６．２１� １０９．０�
２４ クリノハルダンジ 牡３青鹿５６ 伊藤 直人栗本 博晴氏 成島 英春 日高 横井 哲 ４５６ ― 〃 ハナ １５４．８�
７１３ リトルシェフ 牝３栗 ５４ 青木 芳之 
ローレルレーシング 尾関 知人 むかわ 清水ファーム ４２６ ― 〃 クビ ２１２．８�
４７ レッドクリフ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４４４ ―１：２６．４１� ８５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４１０，９００円 複勝： ２７，２７０，０００円 枠連： １６，８１０，３００円

馬連： ４９，５８９，８００円 馬単： ３３，５８６，２００円 ワイド： １９，６５７，７００円

３連複： ５５，０５０，１００円 ３連単： ９２，９０１，６００円 計： ３１６，２７６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（２－８） ８２０円

馬 連 �� ９００円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ２５０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ４，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２１４１０９ 的中 � ５８４６５（１番人気）
複勝票数 計 ２７２７００ 的中 � ６２３１１（１番人気）� ３６２８３（３番人気）� ５４９１５（２番人気）
枠連票数 計 １６８１０３ 的中 （２－８） １５３１３（２番人気）
馬連票数 計 ４９５８９８ 的中 �� ４０６７０（３番人気）
馬単票数 計 ３３５８６２ 的中 �� １５９２０（４番人気）
ワイド票数 計 １９６５７７ 的中 �� １０８５１（３番人気）�� ２２４７０（１番人気）�� ９１７３（４番人気）
３連複票数 計 ５５０５０１ 的中 ��� ４１９７０（１番人気）
３連単票数 計 ９２９０１６ 的中 ��� １５６８５（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．１―３６．４―４９．３―１：０１．１―１：１２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフヴァール �
�
父 デュランダル �

�
母父 Gulch 初出走

２００９．４．１９生 牝３鹿 母 スペシャルアラート 母母 So Cozy １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３３頭 アデステフィデレス号・アンジェリカシード号・キネオシルバー号・クライノート号・クリップザクロップ号・

ケイアイアンヘル号・ケルン号・コウヨウアレス号・コスモウィロー号・コトブキセンプウ号・
サクラアニバーサリ号・シルバーヒリュウ号・スカイラウンジ号・スカーレットリング号・ダイワマッジョーレ号・
タケショウロード号・トウカイチェッカー号・トットート号・トミケンスプリング号・ノボモモチャン号・
フェレンベルグ号・ブライトシャドウ号・ブランドハーバー号・フルヒロボーイ号・ブルーメリディアン号・
マンテマ号・ムーンリットスカイ号・モジュラーフォーム号・ランローララン号・リムピッドメロディ号・
リングネブラ号・レイカーラ号・ワンサイドゲーム号

※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２８日 晴 稍重 （２４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

８１４ メイスンキャプテン 牡３栗 ５６ 武士沢友治梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 B４９６± ０１：３８．２ ８．６�

５９ ヴィンテージイヤー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B５０６± ０１：３８．３� ６．３�

３５ ピグマリオン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 ４６２－ ２１：３８．８３ ６．２�
７１２ サンデーコア �３黒鹿５６ 田中 勝春田口 廣氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 ４７４－ ２ 〃 アタマ ２１．０�
１１ サンマルデューク 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 ４９２－ ２１：３９．２２� １６．８�
６１０ リキサンイレブン 牡３黒鹿５６ T．クウィリー �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 ５２６＋１０ 〃 クビ ５７．４	

（英）

２２ � ルンタノチュー 牡３鹿 ５６ 筒井 勇介藤村 伸次氏 南 輝幸 平取 福原 謙吉 ４５０－ ６ 〃 ハナ １２．９

（笠松） （笠松）

８１５	 フェアエレン 牝３栗 ５４ 丸山 元気前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar
Farm LLC ４７６＋ ２１：３９．３クビ ３４．３�

７１３ フィーユブルー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B４７８－ ４ 〃 アタマ ７．５�
３４ セイファート 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �サンデーレーシング 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：３９．６１
 ２２４．１
５８ フレイムオブピース 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４５２± ０ 〃 ハナ ５．０�
６１１ ニホンノチカラ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２０－ ２１：３９．９１
 ４．７�
４６ フランベルジェ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B４８６＋ ２１：４０．０� ６２．２�
４７ ドラゴンツヨシ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊窪田 芳郎氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：４０．２１� ４７．２�
２３ ホンインボウ 牡３黒鹿５６ 的場 勇人新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 ５７０－ ４１：４１．４７ ２０５．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，３９２，６００円 複勝： ５６，４５１，６００円 枠連： ２３，２００，２００円

馬連： ８６，４７５，８００円 馬単： ５０，５６４，６００円 ワイド： ３５，６１４，４００円

３連複： ９９，６６７，２００円 ３連単： １５４，５１７，１００円 計： ５３７，８８３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２７０円 � ２３０円 � ２７０円 枠 連（５－８） １，１１０円

馬 連 �� ３，０６０円 馬 単 �� ６，９６０円

ワ イ ド �� ９５０円 �� １，２８０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� １０，５００円 ３ 連 単 ��� ６８，２５０円

票 数

単勝票数 計 ３１３９２６ 的中 � ２９００９（６番人気）
複勝票数 計 ５６４５１６ 的中 � ５５７０９（５番人気）� ６７５７７（３番人気）� ５４６３８（６番人気）
枠連票数 計 ２３２００２ 的中 （５－８） １５４４８（４番人気）
馬連票数 計 ８６４７５８ 的中 �� ２０９０４（１６番人気）
馬単票数 計 ５０５６４６ 的中 �� ５３６３（３５番人気）
ワイド票数 計 ３５６１４４ 的中 �� ９３８８（１０番人気）�� ６８１２（１８番人気）�� ８３１４（１４番人気）
３連複票数 計 ９９６６７２ 的中 ��� ７００９（４４番人気）
３連単票数 計１５４５１７１ 的中 ��� １６７１（２７３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．９―１２．３―１３．５―１２．６―１２．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．１―３５．０―４７．３―１：００．８―１：１３．４―１：２５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイスンキャプテン �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．８．２１ 新潟１４着

２００９．３．２３生 牡３栗 母 タ カ ラ ミ ア 母母 ミ ア カ ー ラ ６戦２勝 賞金 １４，２５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０３００８ １月２８日 晴 良 （２４東京１）第１日 第８競走 ��
��２，０００�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５６．１
１：５６．１

良

良

６１０ アルマフローラ 牝４青 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６２：００．９ ２．０�

７１２ ゼロチョウサン 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４５６＋１０ 〃 クビ １３．３�
１１ メジロカトリーヌ 牝５鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８－ ２２：０１．２１� ３２．０�
７１１ アサクサポイント 牡４青鹿５６ 津村 明秀田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４－ ２２：０１．３� ３８．８�
６９ マイネルシュライ 牡４青 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B５０２＋ ４２：０１．４� ７．４�

３３ ハシルヨミテテ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム B５３４＋ ８ 〃 アタマ ６．１	

４５ ベストアンサー 牡５鹿 ５７ 横山 典弘青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４６８＋１４２：０１．５クビ １３．５

８１４ マイネルヴァルム 牡４青鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４７２± ０ 〃 アタマ ３５．６�
８１３ ウエスタンディオ 牡５鹿 ５７ 丸山 元気西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４８２＋１０２：０１．９２� ２０．４�
５８ トーセンドンファン 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次島川 哉氏 清水 利章 浦河 バンブー牧場 ４７６± ０２：０２．２２ １０．４�
３４ カールファターレ 牝５鹿 ５５ 内田 博幸吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B４５０－ ４２：０２．３クビ ２１．２�
２２ フーガフューグ 牝５黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６２－ ８２：０２．６１� １７３．３�
５７ グロリアスフラワー 牝５鹿 ５５ 田中 博康 �グリーンファーム 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４１６＋１０２：０３．０２� ６３．６�
４６ オペラオーカン 牡５黒鹿５７ 北村 宏司吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B５０４＋３４２：０３．１クビ ６５．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，０９５，０００円 複勝： ４５，００７，１００円 枠連： ２３，２６２，９００円

馬連： ９０，７１２，８００円 馬単： ５４，５５８，１００円 ワイド： ３２，０３５，４００円

３連複： ９０，３９７，８００円 ３連単： １６３，６５１，５００円 計： ５２８，７２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ３３０円 � ５５０円 枠 連（６－７） ６４０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� １，２２０円 �� ５，２１０円

３ 連 複 ��� １２，０５０円 ３ 連 単 ��� ３９，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２９０９５０ 的中 � １１５１２９（１番人気）
複勝票数 計 ４５００７１ 的中 � １５７４５４（１番人気）� ２７７６８（５番人気）� １４６２６（１０番人気）
枠連票数 計 ２３２６２９ 的中 （６－７） ２６９３６（２番人気）
馬連票数 計 ９０７１２８ 的中 �� ６５７３８（４番人気）
馬単票数 計 ５４５５８１ 的中 �� ２６２００（４番人気）
ワイド票数 計 ３２０３５４ 的中 �� １６３０８（４番人気）�� ６４００（１５番人気）�� １４２０（５０番人気）
３連複票数 計 ９０３９７８ 的中 ��� ５５３８（４０番人気）
３連単票数 計１６３６５１５ 的中 ��� ３０４０（１１７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１１．７―１２．０―１２．４―１２．３―１２．２―１１．７―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．３―３６．０―４８．０―１：００．４―１：１２．７―１：２４．９―１：３６．６―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０

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

勝馬の
紹 介

アルマフローラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Bellotto デビュー ２０１０．１０．３ 中山２着

２００８．４．２０生 牝４青 母 セトフローリアンⅡ 母母 Yeatsina １０戦２勝 賞金 ２５，７００，０００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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 セミニョン号・ビービーバカラ号・フロールジェナ号
（非抽選馬） １頭 トウカイソニック号



０３００９ １月２８日 晴 稍重 （２４東京１）第１日 第９競走 ��
��１，４００�

しゅんぼう

春望ステークス
発走１４時３５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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

３５ ジェネラルノブレス 牡６栗 ５７ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ５０４＋ ２１：２３．９ ３．８�

５９ ガンマーバースト 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ５０４＋ ６ 〃 アタマ ９．５�
４７ ダンシングマオ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４８４＋１４１：２４．０� ６．９�
２４ コスモケンジ 牡４栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ５０６＋ ４１：２４．２１ ２３．１�
１１ ヤマノサファイア 牡４栗 ５６ 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４５０± ０１：２４．４１� ５．４�
７１４	 グリフィンゲート 牡６鹿 ５７ 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Summer

Wind Farm ５０６＋１０ 〃 クビ ４．４	
４８ ダノンエクスプレス 牡６栗 ５７ 三浦 皇成
ダノックス 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４７６＋ ４１：２４．６１ １１．７�
１２ ドリームスカイラブ 牡７黒鹿５７ 田中 博康セゾンレースホース
 高橋 祥泰 平取 北島牧場 B４８６－ ２１：２４．８１
 ７３．６�
５１０	 カフェレジェンド 牡７青鹿５７ 横山 典弘西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５２２－ ４ 〃 ハナ ３６．６
３６ ピエナポパイ 牡７栗 ５７ 岩部 純二本谷 兼三氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 ５１２± ０ 〃 ハナ １９０．７�
８１５ ハクバドウジ 牡７芦 ５７ 吉田 豊�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５１４＋ ４１：２５．１１� ８３．７�
８１６ シセイオウジ 牡５栗 ５７ T．クウィリー猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６２－ ４１：２５．３１ １９．２�

（英）

２３ ノーリプライ �８芦 ５７ 嶋田 純次�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ５０２－ ２ 〃 ハナ １０５．９�
６１１ タイセイファントム 牡４鹿 ５６ 石橋 脩田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４５６＋２４１：２５．４クビ １４．１�
６１２ ザ ド ラ イ ブ 牡６栗 ５７ 柴山 雄一 
千葉パブリックゴ

ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４８８＋１２１：２５．７１� ８２．２�
７１３� ジートップキセキ 牡７栗 ５７ 木幡 初広
南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ５１６＋ ８１：２５．９１� ２９２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，８５５，３００円 複勝： ５９，５７０，８００円 枠連： ２９，４３３，９００円

馬連： １２５，９９２，３００円 馬単： ６６，５００，８００円 ワイド： ４２，６８０，５００円

３連複： １３７，６６０，６００円 ３連単： ２３３，８６２，１００円 計： ７２８，５５６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １９０円 � ３００円 � １９０円 枠 連（３－５） １，８１０円

馬 連 �� ２，３９０円 馬 単 �� ４，０６０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� ５９０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ５，０００円 ３ 連 単 ��� ２６，２４０円

票 数

単勝票数 計 ３２８５５３ 的中 � ６９２７３（１番人気）
複勝票数 計 ５９５７０８ 的中 � ９３１８２（２番人気）� ４５１１０（５番人気）� ８９３９８（３番人気）
枠連票数 計 ２９４３３９ 的中 （３－５） １２０１８（９番人気）
馬連票数 計１２５９９２３ 的中 �� ３８９８８（１０番人気）
馬単票数 計 ６６５００８ 的中 �� １２１１５（１４番人気）
ワイド票数 計 ４２６８０５ 的中 �� １１４９５（１０番人気）�� １８６８８（４番人気）�� ９３４８（１６番人気）
３連複票数 計１３７６６０６ 的中 ��� ２０３５７（１６番人気）
３連単票数 計２３３８６２１ 的中 ��� ６５７９（６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３５．８―４８．０―１：００．１―１：１１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３５．９
３ ５，１５，４，９（１１，１２）（７，１４）８（２，１０，１３，１６）－（６，３）１ ４ ５，１５（４，９）１１（７，８，１２）（２，１０，１４）１３，１６（１，３）６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジェネラルノブレス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００９．４．１１ 福島３着

２００６．４．１８生 牡６栗 母 フサイチビューティー 母母 Embellished １８戦５勝 賞金 ７６，０１２，０００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） ３頭 キャプテンルビー号・ファンドリカップ号・ブラッシュアップ号
※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。

０３０１０ １月２８日 晴 良 （２４東京１）第１日 第１０競走 ��
��１，４００�クロッカスステークス

発走１５時１０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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

５６ セイクレットレーヴ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム ４７０－ ２１：２２．４ ５．５�

６８ キングオブロー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム ４８０－ ２ 〃 アタマ １０．２�
２２ ヴィオラーネ 牝３青鹿５４ 柴田 善臣平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：２２．６１� １７．５�
５５ � シゲルアセロラ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

４７６＋ ４１：２２．７	 ４．８�
３３ ビウイッチアス 牝３黒鹿５５ 吉田 豊井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ ７．７�
６７ フェスティヴタロー 牡３栗 ５６ 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 ４８８＋ ４１：２２．９１� ７６．０�
１１ ハクサンムーン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝河� 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 ４４８－ ２ 〃 ハナ ８．０�
４４ オメガホームラン 牡３芦 ５７ 三浦 皇成原 
子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４１：２３．０� ４．２	
７９ ニ ン ジ ャ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 ４７６＋ ４ 〃 アタマ ２２．８

７１０ マウントビスティー 牡３栗 ５６ 石橋 脩備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ １７．６�
８１１ タツストロング 牡３栗 ５６ 安藤 勝己鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 ４８２－ ６１：２３．３１	 １２．３�
８１２ ヴェアデイロス 牡３鹿 ５６ 丸山 元気ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８＋ ６１：２４．４７ ３７．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４７，８２３，０００円 複勝： ８３，８３０，３００円 枠連： ３２，２２３，９００円

馬連： １６６，１２９，２００円 馬単： ８２，６１９，９００円 ワイド： ５１，７５２，４００円

３連複： １５８，８１６，６００円 ３連単： ２８９，５４２，１００円 計： ９１２，７３７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２１０円 � ４００円 � ４７０円 枠 連（５－６） １，７７０円

馬 連 �� ３，９００円 馬 単 �� ６，４５０円

ワ イ ド �� １，２２０円 �� １，０３０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� １５，７００円 ３ 連 単 ��� ７３，４１０円

票 数

単勝票数 計 ４７８２３０ 的中 � ６８９２５（３番人気）
複勝票数 計 ８３８３０３ 的中 � １２５２２２（２番人気）� ５２４７２（７番人気）� ４２４１０（８番人気）
枠連票数 計 ３２２２３９ 的中 （５－６） １３４９２（８番人気）
馬連票数 計１６６１２９２ 的中 �� ３１４６７（１７番人気）
馬単票数 計 ８２６１９９ 的中 �� ９４６０（２６番人気）
ワイド票数 計 ５１７５２４ 的中 �� １０５６９（１５番人気）�� １２６６７（１２番人気）�� ４９０９（３８番人気）
３連複票数 計１５８８１６６ 的中 ��� ７４６７（６４番人気）
３連単票数 計２８９５４２１ 的中 ��� ２９１１（２６８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．５―４７．７―５９．３―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイクレットレーヴ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．８．１４ 札幌５着

２００９．３．１２生 牡３鹿 母 エルメスティアラ 母母 シンコウエルメス ５戦２勝 賞金 ３２，６５２，０００円



０３０１１ １月２８日 曇 良 （２４東京１）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�

し ら ふ じ

白富士ステークス
発走１５時４５分 （芝・左）
４歳以上；負担重量は，日本馬：４歳５４�５歳以上５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万
円超過馬は超過額１，１００万円毎１�増，�：４歳５４�５歳以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競
走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．１
１：５６．１

良

良

４５ ヤングアットハート 牡５栗 ５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ５００± ０１：５９．６ ９．６�

６１０ ペ ル ー サ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３２＋ ８１：５９．７� １．４�
３３ セイクリッドバレー 牡６栗 ５８ 丸山 元気吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ２ 〃 アタマ ２５．２�
１１ ミッキーパンプキン 牡６鹿 ５５ 武士沢友治野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４５０± ０ 〃 アタマ ２０．５�
２２ コロンバスサークル 牝６黒鹿５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２１：５９．８� ２３．５�
５８ エオリアンハープ 牝６栗 ５４ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４５４－ ２１：５９．９	 １７．６�
５７ アドマイヤメジャー 牡６青鹿５７ 内田 博幸近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５６± ０２：００．１１
 ２４．３	
６９ エーブチェアマン 牡５黒鹿５６ 蛯名 正義 
レーシングホース

ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４５０± ０ 〃 ハナ ６．２�
８１３ アドマイヤコマンド 牡７鹿 ５５ 北村 宏司近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ４２：００．２クビ ５４．９�
３４ イケドラゴン 牡７栗 ５６ 田中 勝春池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５３２－１０２：００．４１	 １８６．６
４６ オートドラゴン 牡８栗 ５６ 芹沢 純一大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５２０± ０２：００．５クビ ９０．０�
７１２ スノークラッシャー 牡７栃栗５６ 三浦 皇成齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４５０＋ ４２：０１．０３ １８１．７�
７１１ デストラメンテ �８芦 ５６ T．クウィリー岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６２＋ ２２：０１．５３ ４０８．１�

（英）

８１４ シゲルタック 牡８鹿 ５６ 津村 明秀森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４７８± ０２：０２．５６ ２６２．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９８，５８５，８００円 複勝： １６１，６１８，３００円 枠連： ６０，３３７，４００円

馬連： ３０１，６７８，１００円 馬単： ２０８，８１４，１００円 ワイド： １０３，４５８，１００円

３連複： ３４６，６２７，４００円 ３連単： ８７８，０５９，５００円 計： ２，１５９，１７８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ３２０円 枠 連（４－６） ５２０円

馬 連 �� ７２０円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド �� ３１０円 �� １，４００円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ２，８８０円 ３ 連 単 ��� ２１，３５０円

票 数

単勝票数 計 ９８５８５８ 的中 � ８１４３８（３番人気）
複勝票数 計１６１６１８３ 的中 � １３５６２９（３番人気）� ８５６８３９（１番人気）� ６７１３８（６番人気）
枠連票数 計 ６０３３７４ 的中 （４－６） ８６４２１（３番人気）
馬連票数 計３０１６７８１ 的中 �� ３１２９７３（２番人気）
馬単票数 計２０８８１４１ 的中 �� ６４４１３（９番人気）
ワイド票数 計１０３４５８１ 的中 �� ９１６９５（２番人気）�� １６２７７（１９番人気）�� ５４６６０（４番人気）
３連複票数 計３４６６２７４ 的中 ��� ８８９７４（８番人気）
３連単票数 計８７８０５９５ 的中 ��� ３０３５５（６１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．３―１１．９―１２．１―１２．４―１２．２―１１．７―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３５．１―４７．０―５９．１―１：１１．５―１：２３．７―１：３５．４―１：４７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．９

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

勝馬の
紹 介

ヤングアットハート �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．９ 札幌３着

２００７．２．１２生 牡５栗 母 ニフティハート 母母 ニフティニース ２５戦６勝 賞金 １３６，７１５，０００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。

０３０１２ １月２８日 曇 稍重 （２４東京１）第１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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１３ トキノフウジン 牡５黒鹿５７ 横山 典弘田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４４６－ ２１：３７．３ ２．４�

６１２ ル ロ ワ 牡５青鹿５７ 柴田 善臣栗山 良子氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム ４７２＋ ４１：３７．７２� ４５．９�
５９ キングスリージョン 牡６栗 ５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４９８± ０１：３８．０２ ２１．２�
１２ タクティクス �６栗 ５７ 丸山 元気近藤 英子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ４１：３８．２１ ８０．４�
２４ 	 タケショウカヅチ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ５２２＋ ２ 〃 アタマ １１．４�
２３ ブレイクチャンス 牡５鹿 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ５０４－ ４ 〃 クビ １７．８�
５１０ タイキジャガー 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８０± ０１：３８．３クビ １８．５	
４７ 	 バリアントバイオ 牡６栗 ５７ 木幡 初広バイオ
 牧 光二 平取 清水牧場 B４９２＋ ２１：３８．４� ２４３．６�
３５ ドラゴンヴォイス 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４６－ ２１：３８．５クビ ３．７�
３６ 
 コスモナダル 牡６黒鹿５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４６４－ ４１：３８．６� ６５．６
８１５ ディアブラスト 牡５黒鹿５７ 的場 勇人ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８６－ ２１：３８．８１� ６４．１�
１１ モリトブイコール �４栗 ５６ 武士沢友治石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 ４６８＋１２１：３８．９� １８３．２�
８１６ ロードエフォール 牡４黒鹿５６ T．クウィリー 
ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 ４８０－ ６１：３９．１１� ２２．２�

（英）

４８ 
 エアイグアス 牡６黒鹿５７ 石橋 脩 
ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-
ter Farm ４９４＋ ４ 〃 クビ ５．０�

７１４	 レッドアンバー 牡５栗 ５７
５４ ▲平野 優�日進牧場 矢野 照正 浦河 日進牧場 ４７８－１２１：４０．５９ １２４．１�

６１１ サトノトップガン 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ５４０＋ ８１：４０．７� １６０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５１，０１９，４００円 複勝： ７３，６４４，９００円 枠連： ４３，１７７，０００円

馬連： １６２，１９３，０００円 馬単： ９４，９６６，０００円 ワイド： ６０，０８１，０００円

３連複： １８３，７５２，６００円 ３連単： ３６５，１７７，２００円 計： １，０３４，０１１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ７６０円 � ３７０円 枠 連（６－７） ３，２３０円

馬 連 �� ４，５２０円 馬 単 �� ６，０４０円

ワ イ ド �� １，５１０円 �� ６４０円 �� ５，２４０円

３ 連 複 ��� １７，３６０円 ３ 連 単 ��� ６６，０３０円

票 数

単勝票数 計 ５１０１９４ 的中 � １６７６４５（１番人気）
複勝票数 計 ７３６４４９ 的中 � ２０２１３６（１番人気）� １８９８０（９番人気）� ４３４６０（６番人気）
枠連票数 計 ４３１７７０ 的中 （６－７） ９８７１（１２番人気）
馬連票数 計１６２１９３０ 的中 �� ２６５３５（１４番人気）
馬単票数 計 ９４９６６０ 的中 �� １１６１９（２０番人気）
ワイド票数 計 ６００８１０ 的中 �� ９６９１（１６番人気）�� ２４５７９（５番人気）�� ２６８７（４５番人気）
３連複票数 計１８３７５２６ 的中 ��� ７８１４（５０番人気）
３連単票数 計３６５１７７２ 的中 ��� ４０８２（１９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．０―３５．７―４７．９―１：００．６―１：１２．９―１：２５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３６．７
３ ４（８，１６）（２，１２）１４（５，１０）（１，１１）（６，１３）３，１５（７，９） ４ ４，８，１６（２，１２）（５，１０）（１，１３）（６，１４）（７，３，１１）１５，９

勝馬の
紹 介

トキノフウジン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００９．１２．１３ 中京１着

２００７．４．８生 牡５黒鹿 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ １３戦４勝 賞金 ５２，６９０，０００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。



（２４東京１）第１日 １月２８日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８０頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２０，８４０，０００円
７，７２０，０００円
１，３２０，０００円
１９，８４０，０００円
６３，０２１，０００円
５，３５４，８００円
１，７２８，０００円

勝馬投票券売得金
４０６，９０４，２００円
６６１，０１５，７００円
３００，４８８，７００円
１，２１８，０８９，５００円
７６２，０６６，４００円
４５１，５９０，２００円
１，３６６，６８６，８００円
２，６７７，０７１，１００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 ７，８４３，９１２，６００円

総入場人員 ２３，８３４名 （有料入場人員 ２２，４８８名）


