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０３０１３ １月２９日 晴 稍重 （２４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

６１１ タンブルブルータス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 �渡 信義 ４８２－ ２１：２０．６ ２．１�

７１３ ダノンエレガント 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４４４－ ２１：２１．０２� ２．８�
５９ スフィンクス 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 ４４４＋ ４１：２１．１� １９．１�
１２ ブランドマックス 牡３黒鹿５６ 田中 博康榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別 正 ４６４＋ ４１：２１．５２� ５５．９�
４７ トシザグレイト 牡３鹿 ５６ 木幡 初広上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４６０± ０１：２１．６クビ １４．８�
４８ エレガントタイム 牝３黒鹿５４ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 ４１８± ０１：２１．９１� １１．３	
２３ エピクリオス �３鹿 ５６ 浜中 俊日下部勝�氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 ５１０＋ ２ 〃 クビ ４３．９

３６ ブライトシチー 牡３青鹿５６ 柴田 善臣 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 出羽牧場 ４９２－１０１：２２．５３� ２１．１�
８１５ トウショウテイスト 牡３鹿 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B４７２－１０１：２３．１３� １８４．１�
８１６ トキノワイルド 牡３鹿 ５６ 幸 英明田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 B４６８＋ ２１：２３．２� １８．７
６１２ ドリームテンペスト 牡３栗 ５６ 田辺 裕信セゾンレースホース� 大江原 哲 平取 中川 隆 ４９６± ０１：２３．６２� ７３．８�
２４ ツクバコマチ 牝３黒鹿５４ 的場 勇人荻原 昭二氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４６６± ０１：２４．１３ １０１．１�
５１０ ヒカリレーザー 牡３青鹿５６ T．クウィリー�ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 中川牧場 ４０６± ０ 〃 クビ １８４．１�

（英）

７１４ ダ イ ア ン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝西村 專次氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 B４４６－１２１：２４．８４ ５８．６�
１１ アポロドンブリ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 中村 和夫 ４８０－ ２１：２４．９クビ １０４．３�

（１５頭）
３５ アルティメイトラブ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５２－１２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １９，５７３，６００円 複勝： ３７，２５６，９００円 枠連： １７，０４９，１００円

馬連： ５４，６４６，３００円 馬単： ３７，２２１，５００円 ワイド： ２５，２０７，７００円

３連複： ６４，７５２，２００円 ３連単： １０９，８８５，３００円 計： ３６５，５９２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ３８０円 枠 連（６－７） ２６０円

馬 連 �� ２００円 馬 単 �� ４２０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ７６０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� １，５２０円 ３ 連 単 ��� ４，６００円

票 数

単勝票数 差引計 １９５７３６（返還計 １２８５９） 的中 � ７５２８１（１番人気）
複勝票数 差引計 ３７２５６９（返還計 ２１１９４） 的中 � １３６４１０（１番人気）� １０２２７８（２番人気）� １２１４５（７番人気）
枠連票数 差引計 １７０４９１（返還計 １４１７） 的中 （６－７） ５０２８１（１番人気）
馬連票数 差引計 ５４６４６３（返還計 ７６２２７） 的中 �� ２０３０４１（１番人気）
馬単票数 差引計 ３７２２１５（返還計 ５５４２４） 的中 �� ６５９３４（１番人気）
ワイド票数 差引計 ２５２０７７（返還計 ３６６８９） 的中 �� ７２８６７（１番人気）�� ６０５２（１０番人気）�� ５８０９（１１番人気）
３連複票数 差引計 ６４７５２２（返還計１８７４８０） 的中 ��� ３１４７５（５番人気）
３連単票数 差引計１０９８８５３（返還計３１５０４４） 的中 ��� １７６４７（１０番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．７―１１．６―１２．８―１２．８―１２．３―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．７―２９．３―４２．１―５４．９―１：０７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タンブルブルータス �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．８．２０ 札幌８着

２００９．４．１８生 牡３鹿 母 ローレルオードリー 母母 ア プ レ シ ェ ６戦１勝 賞金 １０，５００，０００円
〔競走除外〕 アルティメイトラブ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔その他〕 ダイアン号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロドンブリ号は，平成２４年２月２９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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 コウズシャイン号・コスモテイクハート号・ドラゴントロフィー号・ベルウッドハピネス号
（非抽選馬） １頭 クリーンヒット号
※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。

０３０１４ １月２９日 晴 稍重 （２４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）

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 フェアリーガーデン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 ４３２± ０１：２７．０ ３．５�

７１３ シンキングマシーン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド ５００＋ ４ 〃 ハナ ２．１�
８１６ ゲンパチメジャー 牡３栗 ５６ 石橋 脩平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 ５００＋ ８１：２７．３２ １１．２�
８１５ ミヤビリファイン 牡３青鹿５６ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 ４６６－ ８１：２７．４� ８．３�
６１１ ラ ン ザ ン 牡３栗 ５６ 中谷 雄太中村 政勝氏 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 ４８８＋ ４１：２８．３５ ４４．６�
６１２ キョウワアーク 牡３鹿 ５６ 津村 明秀�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 ４９８－ ６ 〃 クビ ６７．６�
４７ エイユーラピス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義笹部 和子氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ４５８＋ ４１：２９．０４ ７．８	
２４ ナ ガ ア キ ラ 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 バンダム牧場 ４８２－１６１：２９．３１� ９５．４

１２ トップギャラン 牡３鹿 ５６ 小林 淳一�橋 長治氏 根本 康広 新ひだか 小林 嘉弘 ５０６－ ２１：２９．５１� ２８４．０�
１１ カフェボリンジャー 牡３青鹿５６ 横山 義行西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４９２－ ６１：２９．８１� １１０．９�
２３ ダイワマークアップ 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか 折手牧場 ５７２＋ ６１：２９．９� １１０．２
３６ ベルモントマリア 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４８０± ０１：３０．２１� ５０．８�
５９ シェルダジュール 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥山上 和良氏 和田正一郎 新ひだか 高橋 修 ４７６－ ６１：３０．４１� ３５．２�
４８ グッドピュアレディ 牝３鹿 ５４ 幸 英明福本 次雄氏 佐藤 吉勝 平取 びらとり牧場 ４２６＋ ６ 〃 アタマ ５６．８�
５１０ プレジャーサイン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４８８＋１４ 〃 アタマ ４１７．５�
３５ メイショウシノノメ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 磯野牧場 ４７４－ ２１：３０．６� ９４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２９０，５００円 複勝： ３７，８４４，８００円 枠連： １９，５１０，２００円

馬連： ５３，７８７，５００円 馬単： ３８，８０６，４００円 ワイド： ２６，８９２，６００円

３連複： ７４，９８５，５００円 ３連単： １２６，５１４，４００円 計： ３９８，６３１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（７－７） ３１０円

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ４９０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ８３０円 ３ 連 単 ��� ３，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２０２９０５ 的中 � ４６１８７（２番人気）
複勝票数 計 ３７８４４８ 的中 � ７６０１４（２番人気）� １３２１９３（１番人気）� ３３２６２（５番人気）
枠連票数 計 １９５１０２ 的中 （７－７） ４６４７６（１番人気）
馬連票数 計 ５３７８７５ 的中 �� １２３０９４（１番人気）
馬単票数 計 ３８８０６４ 的中 �� ３５６９４（２番人気）
ワイド票数 計 ２６８９２６ 的中 �� ５７０６２（１番人気）�� １１０９１（６番人気）�� １７５１９（３番人気）
３連複票数 計 ７４９８５５ 的中 ��� ６６７２７（３番人気）
３連単票数 計１２６５１４４ 的中 ��� ２４７０６（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．７―３５．７―４８．４―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４F５１．３―３F３８．６
３ ・（７，１４）（１３，１５）（６，１２）（１０，１６）１１－（５，９，８）（１，４）２－３ ４ ・（７，１４）１５（１３，１２，１６）－（６，１０）１１－（９，８）（５，２，４）１－３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フェアリーガーデン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ラシアンボンド デビュー ２０１１．１０．３０ 新潟３着

２００９．４．２０生 牝３鹿 母 シズノサンデー 母母 ピ レ ネ ー Ⅱ ５戦１勝 賞金 １０，８５０，０００円
〔制裁〕 キョウワアーク号の騎手津村明秀は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。

フェアリーガーデン号の騎手柴田善臣は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（１３番への進路影響）

第１回 東京競馬 第２日



０３０１５ １月２９日 晴 稍重 （２４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

１２ � アメリカンウィナー 牡３青鹿５６ 岩田 康誠吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote
Stud, Ltd. ４８０－ ８１：３９．４ ２１．９�

５１０ ゴールドゼウス 牡３黒鹿５６ 内田 博幸スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４８６－ ８１：３９．５� ２．６�
３６ セ ン キ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 ４６４± ０１：３９．７１� ３１．０�
５９ モ ネ ロ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀上野 直樹氏 小野 次郎 日高 浦新 徳司 ４４２＋ ４ 〃 ハナ １６．４�
７１３ オールキャスト 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４± ０１：４０．２３ ２４．４�
７１４ ヒカルソラフネ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘�橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ４１：４０．３� ４０．８�
２３ ベルモントフェスタ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ５６０＋ ４１：４０．６２ １２．７	
２４ コスモマイギフト 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 ４８６＋ ４１：４０．７クビ ２．５

４８ メイショウイチフジ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広松本 好雄氏 尾形 充弘 浦河 三嶋牧場 ４７６＋ ６１：４１．２３ ８３．１�
６１１ トーセンナポレオン 牡３栗 ５６ 北村 宏司島川 �哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２１：４１．３クビ ４０．０
８１６ カシノモンスター 牡３鹿 ５６ 小林 淳一柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 日東牧場 ４８２－ ２１：４１．５１� ４２８．４�
３５ パワーオブプレイ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成�日東牧場 伊藤 大士 浦河 日東牧場 ４５２－１２１：４１．７１� ３２．３�
６１２ インディライト 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７４－ ６１：４１．９１� ４６６．７�
８１５ トーセンアゲイン 牡３黒鹿５６ T．クウィリー島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ

スティファーム ４８０－ ６１：４２．２１	 １８６．９�
（英）

１１ サーストンミシガン 牡３栗 ５６ 田中 勝春齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４８４± ０１：４２．６２� ４５３．５�
４７ モエレアンバサダー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣中村 和夫氏 小笠 倫弘 新ひだか 中村 和夫 B５００± ０１：４３．１３ ９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，５１４，８００円 複勝： ４３，７６０，８００円 枠連： １９，２２１，９００円

馬連： ６６，５７５，８００円 馬単： ４５，９２６，５００円 ワイド： ２９，９０６，４００円

３連複： ８４，２４９，６００円 ３連単： １４３，３２０，６００円 計： ４５７，４７６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１９０円 複 勝 � ５３０円 � １６０円 � ７６０円 枠 連（１－５） ３，８００円

馬 連 �� ３，７８０円 馬 単 �� １１，１７０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� ８，１６０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ３８，１３０円 ３ 連 単 ��� ２１５，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２４５１４８ 的中 � ８８４４（６番人気）
複勝票数 計 ４３７６０８ 的中 � １８２０４（６番人気）� １０２１２５（２番人気）� １２０２９（９番人気）
枠連票数 計 １９２２１９ 的中 （１－５） ３７３４（１２番人気）
馬連票数 計 ６６５７５８ 的中 �� １３０１８（１３番人気）
馬単票数 計 ４５９２６５ 的中 �� ３０３５（３６番人気）
ワイド票数 計 ２９９０６４ 的中 �� ６４８７（１１番人気）�� ８７５（５５番人気）�� ４３５７（１９番人気）
３連複票数 計 ８４２４９６ 的中 ��� １６３１（８９番人気）
３連単票数 計１４３３２０６ 的中 ��� ４９０（４６２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．８―１２．５―１２．７―１２．９―１３．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．１―３４．９―４７．４―１：００．１―１：１３．０―１：２６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．０―３F３９．３
３ ３（５，６，７）（４，１０，８）１１（２，１５）（９，１３）（１２，１６）＝（１４，１） ４ ３（６，７）（４，５）（１１，１０，８）（２，１３）９（１６，１５）－１２－１４－１

勝馬の
紹 介

�アメリカンウィナー �
�
父 Bernardini �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．１１．１３ 東京６着

２００９．３．３生 牡３青鹿 母 Zappeuse 母母 Danseuse du Nord ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。

０３０１６ １月２９日 晴 良 （２４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

２３ アンレヴマン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１６± ０２：３１．４ ４．８�

７１４ ステラウインド 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ６．７�
３６ タイセイグルーヴィ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 ４６６－ ２２：３１．５� ３．３�
５９ ジェームズバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 新ひだか 折手牧場 ４８４－１０２：３１．８２ ３．８�
２４ ディーエスゲイン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４７０－ ２２：３２．１１� ５８．９�
５１０ トミケンオウドウ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 今井 秀樹 ４６８－ ２２：３２．２� １１．９�
７１３ ヴィンドランダ 牡３青鹿５６ 吉田 隼人 �キャロットファーム 大久保洋吉 平取 坂東牧場 ４９０＋ ６２：３２．４１� ６３．０	
３５ マイネルリヒト 牡３鹿 ５６ T．クウィリー 
サラブレッドクラブ・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 ４５６＋ ２２：３２．５� ３４．１�

（英）

８１５ コ メ ッ ク ス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成堤 賢一氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 ４８０＋ ６２：３２．６クビ ８５．６�
４８ トーセンプラネット 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島川 哉氏 大久保洋吉 新ひだか ヒサイファーム ４９２－ ８２：３２．９２ １７．０�
８１６ ルーマードダイヤ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４４０± ０２：３３．１１ ２３３．５�
１２ シルクハーデスト 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信有限会社シルク松山 康久 日高 シンコーファーム ４９８＋ ２ 〃 クビ １３．４�
６１２ ア マ ラ ン ト 牝３青 ５４ 後藤 浩輝畑佐 博氏 坂本 勝美 新冠 細川農場 ４６４－ ８２：３３．５２� ５１．０�
６１１� サウンドメジャー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊増田 雄一氏 小笠 倫弘 米 Celbridge

Estates Ltd. ４７０± ０２：３３．６� ８７．９�
４７ キョウワアマテラス 牝３鹿 ５４ 幸 英明�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 ４７８± ０２：３３．７クビ ２０２．９�
１１ ブラウシュタイン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４２６＋ ８２：３５．０８ ２９４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，７９３，３００円 複勝： ４４，５３０，５００円 枠連： １８，３９５，１００円

馬連： ６５，９６５，１００円 馬単： ４１，５３３，０００円 ワイド： ２９，４０５，７００円

３連複： ８２，８８３，０００円 ３連単： １２６，７３６，９００円 計： ４３４，２４２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １８０円 � ２１０円 � １４０円 枠 連（２－７） １，５００円

馬 連 �� １，７５０円 馬 単 �� ３，３００円

ワ イ ド �� ６６０円 �� ３６０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，８１０円 ３ 連 単 ��� １３，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２４７９３３ 的中 � ４１１９８（３番人気）
複勝票数 計 ４４５３０５ 的中 � ６４２５８（３番人気）� ４７６８４（４番人気）� １０７７２８（１番人気）
枠連票数 計 １８３９５１ 的中 （２－７） ９０９２（６番人気）
馬連票数 計 ６５９６５１ 的中 �� ２７８４７（７番人気）
馬単票数 計 ４１５３３０ 的中 �� ９３１２（１２番人気）
ワイド票数 計 ２９４０５７ 的中 �� １０３９９（８番人気）�� ２１２７７（２番人気）�� １７９０４（３番人気）
３連複票数 計 ８２８８３０ 的中 ��� ３３９１８（４番人気）
３連単票数 計１２６７３６９ 的中 ��� ６８８８（３３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１３．０―１３．１―１２．６―１３．０―１３．３―１３．４―１３．５―１１．７―１１．３―１１．８

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―２４．７―３７．７―５０．８―１：０３．４―１：１６．４―１：２９．７―１：４３．１―１：５６．６―２：０８．３―２：１９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３４．８
１
３
１２，１１（３，４）（９，１０）（６，１４）（５，８）（１５，１３）－１－（７，２，１６）
１２，１１，４，３（９，１０）１４（５，６）８，１５，１３－（１，１６）（７，２）

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

勝馬の
紹 介

アンレヴマン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１２．１．５ 中山５着

２００９．４．１７生 牡３鹿 母 グランパドドゥ 母母 スターバレリーナ ２戦１勝 賞金 ５，６００，０００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。
（非抽選馬） ５頭 エヌチョウサン号・コスモカゼツカイ号・コスモグレースフル号・ニシノトモヤ号・マイクリスタル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０３０１７ １月２９日 晴 良 （２４東京１）第２日 第５競走 ��２，０００�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 ６，０００，０００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

１：５６．１
１：５６．１

良

良

６１０ ヴォードヴィリアン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 H.H．シェイク・ハムダン 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７８ ―２：０８．３ ５．４�

６９ トウショウバラード 牡３青鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８０ ―２：０８．５１� ９．９�
４６ ミッキーシャイン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘野田みづき氏 久保田貴士 新ひだか 矢野牧場 ４６８ ― 〃 クビ １．８�
５８ ナイトホークス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠吉田 和美氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４８０ ―２：０８．９２� １９．２�
１１ トレーロマタドール �３栗 ５６ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 尾形 充弘 浦河 鎌田 正嗣 ５０６ ―２：０９．０クビ ３９．２�
２２ ニシノセルヴァ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 ４２４ ― 〃 アタマ １４．５	
３３ ダイワパーチェス 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ５１２ ―２：０９．８５ １２．９

５７ シンチノクリチャン 牝３栗 ５４ 石橋 脩栗本 博晴氏 新開 幸一 平取 コアレススタッド ４２２ ―２：０９．９� １９２．１�
８１３ マウントセンス 牡３鹿 ５６ 池崎 祐介中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 的場牧場 ４２０ ―２：１０．２１� ４２４．２�
７１１ マースストロング 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 鮫川 啓一 ４７４ ―２：１０．３� １０２．６
８１４ レーゲンスブルク 牡３青鹿５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５０２ ― 〃 クビ ９．６�
３４ クレバーブレイブ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信田� 正明氏 岩戸 孝樹 浦河 中島 俊明 B４８６ ―２：１０．５１� ７８．１�
４５ ディープアンドソン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春有限会社シルク宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４８６ ―２：１０．７１ ３３．６�
７１２ ステップアヘッド 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ５１２ ―２：１４．５大差 ３３２．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，８８３，８００円 複勝： ３４，９９８，６００円 枠連： １７，９６６，１００円

馬連： ６４，４２１，５００円 馬単： ４５，０５４，６００円 ワイド： ２４，４６４，６００円

３連複： ７２，２６１，４００円 ３連単： １３０，８２０，０００円 計： ４１７，８７０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（６－６） １，９９０円

馬 連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ２２０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ９，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２７８８３８ 的中 � ４１２６４（２番人気）
複勝票数 計 ３４９９８６ 的中 � ６０９３９（２番人気）� ３９６４２（３番人気）� １０９６４２（１番人気）
枠連票数 計 １７９６６１ 的中 （６－６） ６６８４（８番人気）
馬連票数 計 ６４４２１５ 的中 �� ２３４７７（７番人気）
馬単票数 計 ４５０５４６ 的中 �� ９４９５（１２番人気）
ワイド票数 計 ２４４６４６ 的中 �� １００８１（６番人気）�� ３２１８７（１番人気）�� １８３５９（２番人気）
３連複票数 計 ７２２６１４ 的中 ��� ５０７２６（１番人気）
３連単票数 計１３０８２００ 的中 ��� ９８４２（２１番人気）

ハロンタイム １３．４―１３．１―１３．４―１３．５―１３．９―１３．７―１３．４―１１．８―１１．０―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．４―２６．５―３９．９―５３．４―１：０７．３―１：２１．０―１：３４．４―１：４６．２―１：５７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３３．９

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

勝馬の
紹 介

ヴォードヴィリアン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Diktat 初出走

２００９．４．５生 牡３栗 母 トークショウ 母母 High Hawk １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ステップアヘッド号は，平成２４年２月２９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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アナンタン号・アルフェロア号・アルプス号・クリノハナミチ号・バロール号・マイネルヴェリタス号・

ライズアゲイン号

０３０１８ １月２９日 晴 稍重 （２４東京１）第２日 第６競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

４５ タマブラックホール 牡３黒鹿５６ 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ５００＋ ４１：２５．６ １４．３�

７１１ ガ ン ジ ス 牡３栗 ５６ 蛯名 正義林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５００－ ６１：２６．６６ １．７�
１１ ラブリースター 牝３栃栗５４ 柴山 雄一長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム ４５０± ０ 〃 クビ ３７．８�
６８ � ダブルスター 牡３栗 ５６ 北村 宏司�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４９０－ ２１：２６．７クビ ６１．０�
５６ サトノインスパイア 牡３栗 ５６ 岩田 康誠里見 治氏 村山 明 日高 下河辺牧場 ４６８－ ２１：２７．３３� ４．６�
３３ ローマンエンブレム 牡３栗 ５６ 三浦 皇成�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ５１２－ ４１：２７．５１� ２１．３�
５７ � カンタベリーナイト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４８４＋ ６ 〃 ハナ ３８．６	
４４ サウスビクトル 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 ４４０＋ ４１：２７．６� １８．５

６９ � ウィナーズマックス 牡３黒鹿５６ 田中 勝春山口 克己氏 大江原 哲 平取 山口 明彦 B４６４－ ２ 〃 同着 ５１．８�
２２ プリサイスファイン 牡３青鹿５６ 幸 英明井山 登氏 矢野 照正 新ひだか シンボリ牧場 ４８８－ ２ 〃 クビ ２２．６�
８１３� プラススキーラブ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝鈴木与四郎氏 高橋 祥泰 日高 船越牧場 ４３２＋ ２１：２９．４大差 １１９．９
８１２ ラ シ ー ク 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 B４７４＋ ２１：２９．５� ４９．２�
７１０ グラスメジャー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２１：２９．７１� ８．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３５，０８３，６００円 複勝： ５８，６１３，２００円 枠連： ２１，８７５，２００円

馬連： ７６，３５９，０００円 馬単： ５８，３６０，４００円 ワイド： ３５，０６５，９００円

３連複： ９０，３０４，８００円 ３連単： １７３，６６３，４００円 計： ５４９，３２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ２７０円 � １１０円 � ４５０円 枠 連（４－７） ５００円

馬 連 �� １，０５０円 馬 単 �� ３，６７０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ３，０６０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ８，９３０円 ３ 連 単 ��� ６０，７２０円

票 数

単勝票数 計 ３５０８３６ 的中 � １９３３４（４番人気）
複勝票数 計 ５８６１３２ 的中 � ４１８２５（４番人気）� ２３１５１８（１番人気）� ２１８８３（８番人気）
枠連票数 計 ２１８７５２ 的中 （４－７） ３２６８０（２番人気）
馬連票数 計 ７６３５９０ 的中 �� ５４０８２（３番人気）
馬単票数 計 ５８３６０４ 的中 �� １１７６４（１０番人気）
ワイド票数 計 ３５０６５９ 的中 �� ２１５７６（３番人気）�� ２６３１（３４番人気）�� ７７９１（１０番人気）
３連複票数 計 ９０３０４８ 的中 ��� ７４６７（２６番人気）
３連単票数 計１７３６６３４ 的中 ��� ２１１１（１７４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．６―１２．４―１２．５―１２．７―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．５―４６．９―５９．４―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマブラックホール �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 キングヘイロー デビュー ２０１１．１２．３ 中山２着

２００９．５．７生 牡３黒鹿 母 タ マ マ リ ア 母母 タマビッグエックス ４戦２勝 賞金 １６，８００，０００円



０３０１９ １月２９日 晴 良 （２４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

１：５６．１
１：５６．１

良

良

２２ フェノーメノ 牡３青鹿５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 戸田 博文 平取 追分ファーム ４９２－ ２２：００．９ ３．６�

４６ スピルバーグ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８６－ ４２：０１．２２ ７．４�
４５ ストローハット 牡３栗 ５６ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６８＋１０２：０１．３� ３．１�
３３ マイネルディーン 牡３青 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ １１．５�
６９ ハ イ リ リ ー 牝３栗 ５４ 吉田 豊�G１レーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４５２± ０２：０１．４� １７．７�
５７ ブリッジクライム 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４４６－ ２２：０１．９３ ４．９	
１１ ディーエスライダー 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド ４８８－ ８２：０２．１� ２２．５

３４ ビームライフル 牡３青鹿５６ 田辺 裕信西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 ４６８＋１０２：０２．３１� ５２．８�
８１４ ヴァリアシオン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ４ 〃 アタマ ３９．０�
８１３ アドマイヤリリーフ 牡３青鹿５６ 浜中 俊近藤 利一氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ２２：０２．４� ６９．８
７１２ シンボリスウィフト 牡３黒鹿５６ 木幡 初広シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ４７８± ０２：０２．６１� ２８１．３�
６１０ マイネルエクレウス 牡３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－ ４２：０３．２３� １９．３�
５８ レッドティムール 牝３青鹿５４ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８８－ ４２：０３．６２� ７１．０�
７１１	 ヤングエンパイア 牡３鹿 ５６ 丸山 元気�ターフ・スポート田中 剛 浦河 中島牧場 ５０６＋ ２２：０４．１３ ４４０．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４３，６９１，４００円 複勝： ６７，０４７，３００円 枠連： ２４，８７８，５００円

馬連： ９６，９６２，６００円 馬単： ５８，９６５，２００円 ワイド： ３９，３１７，５００円

３連複： １１１，４８３，２００円 ３連単： １８５，７３１，３００円 計： ６２８，０７７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（２－４） ４６０円

馬 連 �� １，５７０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ２６０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 ��� ９，９２０円

票 数

単勝票数 計 ４３６９１４ 的中 � ９６５２３（２番人気）
複勝票数 計 ６７０４７３ 的中 � １５５３４８（１番人気）� ６１９３４（５番人気）� １４３２１９（２番人気）
枠連票数 計 ２４８７８５ 的中 （２－４） ４０２９４（１番人気）
馬連票数 計 ９６９６２６ 的中 �� ４５６１９（５番人気）
馬単票数 計 ５８９６５２ 的中 �� １６３１７（８番人気）
ワイド票数 計 ３９３１７５ 的中 �� １４６２３（６番人気）�� ４２７３５（１番人気）�� １７３４３（５番人気）
３連複票数 計１１１４８３２ 的中 ��� ５１７５９（２番人気）
３連単票数 計１８５７３１３ 的中 ��� １３８２６（１７番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１２．０―１２．６―１１．８―１１．８―１２．６―１２．０―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．７―３６．７―４９．３―１：０１．１―１：１２．９―１：２５．５―１：３７．５―１：４９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．４

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

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

勝馬の
紹 介

フェノーメノ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Danehill デビュー ２０１１．１０．３０ 東京１着

２００９．４．２０生 牡３青鹿 母 ディラローシェ 母母 Sea Port ３戦２勝 賞金 １４，０００，０００円

０３０２０ １月２９日 晴 稍重 （２４東京１）第２日 第８競走 ��１，６００�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 ７，２００，０００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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１３ フラアンジェリコ 牡４栗 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ５００＋ ６１：３９．６ １．８�

７１４ テンゲントッパ 牡４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 B４５４－ ４１：３９．９２ ７．８�
６１１ メイショウドレイク 牡７黒鹿５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１２± ０１：４０．０クビ ５５．４�
３５ ダテノスイミー 牡５栗 ５７ 蛯名 正義関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４５６＋２６１：４０．２１� １６．２�
５１０ ベルモントスコッチ 牡４栗 ５６ 幸 英明 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４９８＋１０１：４０．３クビ ２３９．５�
８１６ ドビュッシー 牡５栗 ５７ 柴田 善臣 �ワールド・パーム 高橋 裕 新ひだか 斉藤スタッド ５００－ ２１：４０．４� ４．１	
１２ � モウカリマッカー 牡４鹿 ５６ 田中 博康疾風組合 大和田 成 新冠 川越 省蔵 ４５８＋ ４１：４０．５� ３７０．８

５９ リーサムポイント 牡４栗 ５６ 田辺 裕信平田 修氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム ４７４＋２４１：４０．６クビ ４０．１�
１１ トリニティチャーチ �４鹿 ５６ 中谷 雄太 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ６１：４０．８１	 ２１０．１�
２３ ケイアイアポロン 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田牧場 ５４２＋２４ 〃 クビ ９．６
４８ � キングサーベル �５鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新ひだか 設楽牧場 ４４４＋ ２１：４０．９� ３１３．７�
３６ ドンビザッツウェイ 牡５鹿 ５７ T．クウィリー田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B５０４－ ４ 〃 クビ ３５．７�

（英）

６１２ スマートレモラ 牝４鹿 ５４ 吉田 隼人大川 徹氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４８４－１０１：４１．０クビ ５３．８�
８１５ ヒノモトイチバン 牡５栗 ５７ 岩田 康誠坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４６２± ０１：４１．１� ２１．９�
２４ ウインイマジン 牡４栗 ５６ 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 日高 オリオンファーム ４７０＋ ６１：４１．９５ ２２２．５�
４７ コーンドリー 牝４黒鹿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 ４６６－１４ 〃 アタマ ９７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，９８０，６００円 複勝： ５４，６７０，７００円 枠連： ２９，６７４，３００円

馬連： ９８，０７４，０００円 馬単： ７１，７９２，１００円 ワイド： ３７，８６６，４００円

３連複： １１９，３８３，１００円 ３連単： ２３０，９１１，６００円 計： ６７９，３５２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ５１０円 枠 連（７－７） ６１０円

馬 連 �� ７１０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� １，３８０円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� ６，２１０円 ３ 連 単 ��� １７，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３６９８０６ 的中 � １６３０４４（１番人気）
複勝票数 計 ５４６７０７ 的中 � ２０４２２５（１番人気）� ７１１４３（３番人気）� １６５７４（８番人気）
枠連票数 計 ２９６７４３ 的中 （７－７） ３６１９１（２番人気）
馬連票数 計 ９８０７４０ 的中 �� １０２３２４（２番人気）
馬単票数 計 ７１７９２１ 的中 �� ５４５２４（３番人気）
ワイド票数 計 ３７８６６４ 的中 �� ３４８２２（２番人気）�� ６３３１（１５番人気）�� ３８５９（２１番人気）
３連複票数 計１１９３８３１ 的中 ��� １４２０３（１８番人気）
３連単票数 計２３０９１１６ 的中 ��� ９７０３（５０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１２．６―１３．１―１３．６―１２．７―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．０―３５．６―４８．７―１：０２．３―１：１５．０―１：２７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フラアンジェリコ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神３着

２００８．５．２４生 牡４栗 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール ９戦２勝 賞金 ２０，７４０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０３０２１ １月２９日 晴 良 （２４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，２３．１．２９以降２４．１．２２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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

５９ サクラゴスペル 牡４黒鹿５５ 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 ４７６－ ４１：２２．５ ５．８�

８１５ レオパステル 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義田中 博之氏 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 ４４０＋ ４１：２２．９２� ５．２�
３６ ダイヤモンドアスク 牝４黒鹿５３ 丸山 元気廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４４４－ ２ 〃 ハナ ９．８�
８１６ ラインジェシカ 牝５栗 ５４ 岩田 康誠大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ５１０＋１２１：２３．０� ６．５�
２３ � アイスカービング 牝８黒鹿５２ 吉田 隼人下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４９２＋ ６ 〃 ハナ １２９．２�
６１１	 セイウンジャガーズ 牡５黒鹿５８ 内田 博幸西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４８０＋ ６１：２３．１� ３．９	
６１２� ヤ マ ノ ラ ヴ 牝４鹿 ５３ 田辺 裕信山住れい子氏 牧 光二 日高 竹島 幸治 B４６２＋ ２ 〃 クビ ７３．９

４８ 	 セイウンリファイン 牡６鹿 ５４ 田中 勝春西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones B４８８＋ ４ 〃 ハナ １９３．６�
２４ アオゾラペダル 牝６黒鹿５３ 浜中 俊小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０－ ８１：２３．２クビ １８．９�
７１４ シルクフラッシュ 牡４芦 ５５ 幸 英明有限会社シルク田島 良保 新冠 中村農場 ４５８－ ２ 〃 アタマ １３．７
１２ マーブルデイビー 牡６栗 ５２ 田中 博康下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 ４９０± ０ 〃 クビ １４８．１�
７１３ ウインドジャズ 牡５黒鹿５５ 三浦 皇成岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４９０＋ ４１：２３．３クビ ２６．９�
４７ ブルームーンピサ 牝５芦 ５３ 福永 祐一市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B４８０－ ２ 〃 クビ ２３．１�
５１０ アマミスウィフト 牡８鹿 ５１ 武士沢友治鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４６４＋ ２１：２３．４クビ ２３７．８�
１１ オ ヤ シ オ 牡４鹿 ５２ 柴田 大知平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４８４－ ４ 〃 クビ ２２３．９�
３５ マルタカシクレノン 牡４青鹿５５ 石橋 脩國立 治氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ５００－ ６１：２３．８２� ７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，９１３，１００円 複勝： ６８，１５６，２００円 枠連： ４０，２３８，４００円

馬連： １５４，６５５，５００円 馬単： ７９，０３７，５００円 ワイド： ５０，８９２，９００円

３連複： １６８，３０６，３００円 ３連単： ２９８，８４８，６００円 計： ９０１，０４８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２１０円 � １９０円 � ３１０円 枠 連（５－８） ８８０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，６５０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ９５０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ５，７６０円 ３ 連 単 ��� ２５，０５０円

票 数

単勝票数 計 ４０９１３１ 的中 � ５５９６５（３番人気）
複勝票数 計 ６８１５６２ 的中 � ９２６３６（３番人気）� １０５８３５（２番人気）� ５１５２５（６番人気）
枠連票数 計 ４０２３８４ 的中 （５－８） ３４０４５（３番人気）
馬連票数 計１５４６５５５ 的中 �� ９３９３９（３番人気）
馬単票数 計 ７９０３７５ 的中 �� ２２０５６（８番人気）
ワイド票数 計 ５０８９２９ 的中 �� ２２７９７（５番人気）�� １２９８２（１１番人気）�� １１１３０（１３番人気）
３連複票数 計１６８３０６３ 的中 ��� ２１５７２（１８番人気）
３連単票数 計２９８８４８６ 的中 ��� ８８０７（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３５．７―４８．１―５９．５―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラゴスペル �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２０１１．１．２９ 東京１着

２００８．４．４生 牡４黒鹿 母 サクラブルース 母母 スループリンセス ８戦３勝 賞金 ３７，９８３，０００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 アイアンデューク号・クリノスレンダー号・レッドストラーダ号

０３０２２ １月２９日 晴 良 （２４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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

４８ ドリームカトラス 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－１０１：３４．１ ２．７�

５９ シルクアーネスト 牡５栗 ５７ 岩田 康誠有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４９６－ ２ 〃 クビ ４．２�
７１３ ム ク ド ク �６青鹿５７ 津村 明秀平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００＋ ８１：３４．４１� １３．１�
６１２ プランスデトワール 牡４芦 ５６ T．クウィリー山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：３４．５� ２３．２�

（英）

２４ ミカエルビスティー 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４８４＋１２１：３４．６クビ ５．６�
７１４ トゥリオンファーレ 牡６黒鹿５７ 田中 博康 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０８－１２１：３４．７� １２３．４	
６１１ サザンスターディ 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５４０± ０１：３４．９１	 ２１．７

４７ 
 サクラネクスト 牡８栗 ５７ 吉田 隼人�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 B４８２＋ ２ 〃 ハナ １４８．９�
１２ ミヤビファルネーゼ 牡４黒鹿５６ 幸 英明村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ６．８�
５１０ ピースピース 牡６鹿 ５７ 浜中 俊��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４７８－ ２ 〃 ハナ ２８．４
８１６ ミオリチャン 牝５芦 ５５ 武士沢友治瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４２２＋ ８１：３５．０	 １２４．５�
８１５ ニシノメイゲツ 牡５青鹿５７ 田中 勝春西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４５８＋ ６１：３５．１クビ ４８．９�
１１ ヴィクトリアローズ 牝５栗 ５５ 的場 勇人古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 ４４４± ０ 〃 ハナ ６３．６�
３５ セレスマジェスティ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 �原 敏明 B４９８＋ ８１：３５．３１	 ５４．８�
３６ フェイマステイル 牡６鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４ 〃 ハナ ４１．７�
２３ キタノリューオー 牡８栗 ５７ 吉田 豊�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５６８－ ８ （競走中止） ６３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，７１６，６００円 複勝： ７０，３００，４００円 枠連： ３６，９８４，８００円

馬連： １８１，４６７，１００円 馬単： ９６，３８０，３００円 ワイド： ５５，１９３，４００円

３連複： １８８，８２０，７００円 ３連単： ３６４，８４９，３００円 計： １，０３６，７１２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ２７０円 枠 連（４－５） ５７０円

馬 連 �� ６３０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ５４０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 ��� ７，５５０円

票 数

単勝票数 計 ４２７１６６ 的中 � １２６６８３（１番人気）
複勝票数 計 ７０３００４ 的中 � １９９１０４（１番人気）� １０２６８８（２番人気）� ５０３３８（５番人気）
枠連票数 計 ３６９８４８ 的中 （４－５） ４７９９１（１番人気）
馬連票数 計１８１４６７１ 的中 �� ２１２６５７（１番人気）
馬単票数 計 ９６３８０３ 的中 �� ６３５１７（１番人気）
ワイド票数 計 ５５１９３４ 的中 �� ５２３２２（１番人気）�� ２４３６９（５番人気）�� １４８８０（８番人気）
３連複票数 計１８８８２０７ 的中 ��� ５９４２９（４番人気）
３連単票数 計３６４８４９３ 的中 ��� ３５７０２（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３５．７―４７．４―５９．３―１：１０．７―１：２２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームカトラス �
�
父 デュランダル �

�
母父 ダイナガリバー デビュー ２０１０．１．３０ 中京１３着

２００７．３．２１生 牡５鹿 母 ゴールドリーフ 母母 ヴアインゴールド １７戦５勝 賞金 ７１，１８６，０００円
〔競走中止〕 キタノリューオー号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。

２レース目



０３０２３ １月２９日 晴 良 （２４東京１）第２日 第１１競走
近代競馬１５０周年記念

��
��１，４００�第２６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，２３．１．２９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，２３．１．２８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 ３５，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，３００，０００円 ３，５００，０００円
付 加 賞 ５６７，０００円 １６２，０００円 ８１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

５９ シルクフォーチュン 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４７０＋ ６１：２３．５ ９．５�

２４ トウショウカズン 牡５鹿 ５６ 田辺 裕信トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５３８± ０１：２３．７１� ２６．６�
６１１� テスタマッタ 牡６鹿 ５８ 岩田 康誠吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford

Farm ５０２＋ ６ 〃 ハナ ９．７�
８１５ タイセイレジェンド 牡５栗 ５６ 内田 博幸田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B５２８－ ２ 〃 クビ １２．９�
３５ ダノンカモン 牡６黒鹿５６ 福永 祐一�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５３０＋ ２１：２３．８クビ ２．３�
６１２ セイクリムズン 牡６黒鹿５７ 吉田 隼人金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ５２０－ ５１：２４．４３� ７．２�
１１ ブライトアイザック 牡６鹿 ５６ 柴田 善臣保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ５０４－ ６ 〃 ハナ ３７．４	
１２ 	 サクラシャイニー 牡６栗 ５６ 浜中 俊�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ １７．１

７１４ ティアップワイルド 牡６栗 ５６ 石橋 脩田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５３２－ ２ 〃 クビ １９．７�
５１０ セレスハント 牡７栗 ５７ 後藤 浩輝岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４８０－ ２１：２４．７１
 ４８．９�
２３ ダイショウジェット 牡９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－ ２ 〃 クビ ８８．７
４８ ヒラボクワイルド 牡６青鹿５６ 幸 英明�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４９６－ ２１：２４．８クビ ６．７�
４７ ゼンノベラーノ 牡５鹿 ５６ 北村 宏司大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５３８± ０１：２４．９
 ６６．１�
７１３ オオトリオウジャ 牡６鹿 ５６ T．クウィリー 鳳サラブレッドレーシングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ５０６－１０１：２６．０７ １８２．８�

（英）

３６ � フェラーリピサ 牡８鹿 ５７ 蛯名 正義市川 義美氏 白井 寿昭 米 Sarum Farm ５２０－ ４１：２６．５３ １０７．８�
８１６	 エベレストオー 牡５鹿 ５６ 三浦 皇成栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 ５０４± ０ （競走中止） ２３１．６�

（１６頭）

売 得 金
単勝： １５７，５６３，９００円 複勝： ２６４，８７０，１００円 枠連： １５６，６２８，３００円 馬連： ７９９，７３３，５００円 馬単： ４００，８８８，０００円

ワイド： ２６０，８８１，３００円 ３連複： ９７２，７５５，４００円 ３連単： １，９４１，４５５，０００円 ５重勝： ９４５，１１９，７００円 計： ５，８９９，８９５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３６０円 � ７５０円 � ３９０円 枠 連（２－５） ８，２２０円

馬 連 �� １５，６６０円 馬 単 �� ２６，２３０円

ワ イ ド �� ４，２４０円 �� １，９８０円 �� ５，２１０円

３ 連 複 ��� ５８，３９０円 ３ 連 単 ��� ３７９，５５０円

５ 重 勝
対象競走：京都１０R／東京１０R／小倉１１R／京都１１R／東京１１R

キャリーオーバー なし����� １９，９２８，５３０円

票 数

単勝票数 計１５７５６３９ 的中 � １３０７５１（４番人気）
複勝票数 計２６４８７０１ 的中 � ２０２８５６（４番人気）� ８６３０６（９番人気）� １８６５９０（５番人気）
枠連票数 計１５６６２８３ 的中 （２－５） １５０２３（２７番人気）
馬連票数 計７９９７３３５ 的中 �� ４０２４５（４１番人気）
馬単票数 計４００８８８０ 的中 �� １１２８１（６９番人気）
ワイド票数 計２６０８８１３ 的中 �� １６０６７（４１番人気）�� ３５２１６（２０番人気）�� １３０２５（４８番人気）
３連複票数 計９７２７５５４ 的中 ��� １２２９６（１３０番人気）
３連単票数 計１９４１４５５０ 的中 ��� ３７７５（７６９番人気）
５重勝票数 計９４５１１９７ 的中 ����� ３５

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．３―４７．４―５９．５―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクフォーチュン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Alwuhush デビュー ２００８．８．２ 小倉５着

２００６．２．１４生 牡６鹿 母 シルクエスペランサ 母母 Monica Faye ２５戦７勝 賞金 １７０，３１３，０００円
〔発走状況〕 シルクフォーチュン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 エベレストオー号は，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１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１４頭 エアマックール号・エプソムアーロン号・エーシンジャッカル号・ケイアイテンジン号・サトノコクオー号・

シャア号・シンメイフジ号・ストロングガルーダ号・ダノンエリモトップ号・ナニハトモアレ号・
ヒラボクロイヤル号・マルカベンチャー号・リベルタス号・ロラパルーザ号

※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２９日 晴 良 （２４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 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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

８１５ オメガスカイツリー 牡４黒鹿５６ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８８－ ２２：１３．３ １．９�

２３ パ ク サ 牡４鹿 ５６ 武士沢友治加藤 信之氏 鈴木 康弘 浦河 藤春 修二 ５５４＋ ２２：１３．５１� ７．１�
８１６	 ナムラボルカーン 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠�樽さゆり氏 松永 康利 浦河 中島牧場 ４８２－ ４２：１３．７
 ３１．３�
５１０ カ ー マ イ ン 牡４鹿 ５６ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４７８－ ６２：１４．４４ ４．２�
４８ プロヴィデンス 牡６鹿 ５７ 北村 宏司臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５１８＋１０２：１４．５
 ９１．０�
１２ キングオブフェイス 牡４栗 ５６ 幸 英明西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ５２０＋１４２：１４．９２� １４４．２�
２４ 	 エルヘイロー 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優黒岩 晴男氏 二ノ宮敬宇 日高 �橋 耀代 ４８８－ ８２：１５．０クビ １１３．４	
７１３ アイアムイチバン 牡５芦 ５７ 内田 博幸堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５００－ ４ 〃 ハナ １３．１

５９ 	 キャトルマン 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一 �キャロットファーム 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム B５６４＋ ２２：１５．１
 ８５．７�
６１１ サクラヒストリー 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５２８－ ６２：１５．５２� ２７．２
３５ ニシノスローン 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４９２－ ６２：１５．６� １５３．０�
７１４	 クラシックセンス 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ６２：１５．８
 １２．４�
３６ ルシャンベルタン 牡４鹿 ５６ 丸山 元気嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４８６＋ ８２：１５．９
 ９６．１�
４７ シンボリローレンス �７黒鹿５７ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４９４＋ ２２：１６．０クビ ２７７．３�
６１２ トレジャーバトル 牡６栗 ５７ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４７４－ ２ 〃 ハナ ５６．９�
１１ レットミーノー 牡４鹿 ５６ 福永 祐一石瀬 浩三氏 領家 政蔵 新冠 ムラカミファーム B４６８± ０２：１６．４２� ２１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８１，９０７，０００円 複勝： １１４，６８３，６００円 枠連： ６３，１５９，４００円

馬連： ２２５，２９９，９００円 馬単： １５２，３３１，５００円 ワイド： ８８，２８２，２００円

３連複： ２７１，７３８，５００円 ３連単： ５９８，８６０，７００円 計： １，５９６，２６２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ６００円 枠 連（２－８） ５８０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ７３０円 �� ２，４９０円

３ 連 複 ��� ４，２２０円 ３ 連 単 ��� １２，７５０円

票 数

単勝票数 計 ８１９０７０ 的中 � ３４８３１７（１番人気）
複勝票数 計１１４６８３６ 的中 � ３９２０６４（１番人気）� １４５４１７（３番人気）� ３０７１０（８番人気）
枠連票数 計 ６３１５９４ 的中 （２－８） ８１２４５（３番人気）
馬連票数 計２２５２９９９ 的中 �� ２９２７３４（２番人気）
馬単票数 計１５２３３１５ 的中 �� １３５２４２（２番人気）
ワイド票数 計 ８８２８２２ 的中 �� １０４０７９（２番人気）�� ２７９１２（７番人気）�� ７５８１（２３番人気）
３連複票数 計２７１７３８５ 的中 ��� ４７６３０（１２番人気）
３連単票数 計５９８８６０７ 的中 ��� ３４６８９（２７番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．４―１３．２―１２．９―１２．９―１２．９―１３．０―１２．７―１２．５―１１．８―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．５―３１．７―４４．６―５７．５―１：１０．４―１：２３．４―１：３６．１―１：４８．６―２：００．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オメガスカイツリー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．１１．２０ 東京８着

２００８．４．６生 牡４黒鹿 母 オメガアイランド 母母 アイリッシュダンス １２戦３勝 賞金 ４２，７７８，０００円
※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 ギムレットアイ号・ツクバコガネオー号・マイネルティンラン号・ミウラリチャード号

５レース目
対象レース



（２４東京１）第２日 １月２９日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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

２３４，１９０，０００円
６，８６０，０００円
１，８６０，０００円
２１，３４０，０００円
６４，８７１，０００円
５，０５６，０００円
１，７６６，４００円

勝馬投票券売得金
５５５，９１２，２００円
８９６，７３３，１００円
４６５，５８１，３００円
１，９３７，９４７，８００円
１，１２６，２９７，０００円
７０３，３７６，６００円
２，３０１，９２３，７００円
４，４３１，５９７，１００円
９４５，１１９，７００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
５ 重 勝
計 １３，３６４，４８８，５００円

総入場人員 ３６，１１４名 （有料入場人員 ）


