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03001 1月28日 晴 良 （29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
1：21．5

不良
不良

12 プティトシャンティ 牝3青鹿 54
52 △木幡 初也三野順一郎氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B450＋ 61：27．3 4．5�

35 トモジャプリマ 牝3黒鹿54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 450＋181：28．25 99．9�
36 ニシノキスミー 牝3鹿 54 吉田 豊西山 茂行氏 竹内 正洋 浦河 高昭牧場 450－ 6 〃 ハナ 11．9�
611 メ ー テ ィ ス 牝3鹿 54 蛯名 正義ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 436－ 2 〃 ハナ 6．0�
612 ペイシャリサ 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 474＋141：28．51� 48．3�
23 メイショウアテン 牝3鹿 54 V．シュミノー 松本 好雄氏 小島 太 様似 中脇 一幸 478－ 41：28．71� 6．5	

（仏）

47 ケイティクロス 牝3栗 54
53 ☆石川裕紀人
サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 436－ 41：28．8� 6．8�

816 サンラスベガス 牝3黒鹿54 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 有限会社
ケイズ 490－ 4 〃 クビ 39．8�

59 ムスメジントーヨー 牝3鹿 54 柴山 雄一瀬谷 雄氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 410－ 41：28．9クビ 204．9�
713 アントレーン 牝3栗 54 内田 博幸鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 430＋ 2 〃 クビ 4．1�
48 コウゲンレッシャ 牝3芦 54 横山 典弘加納 大志氏 的場 均 新ひだか 坂本 健一 444＋ 8 〃 アタマ 43．3�
24 ピ ル ー ラ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子加藤 徹氏 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 448－101：29．0クビ 27．3�
11 ハッピーパーティー 牝3芦 54 田辺 裕信田頭 勇貴氏 小西 一男 浦河 笹地牧場 446＋181：30．17 10．3�
815 ルミナステージ 牝3黒鹿54 菅原 隆一
ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 笹地牧場 446－ 21：30．2クビ 245．3�
510 マッキーイマジン 牝3栗 54 大野 拓弥薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 様似 猿倉牧場 448＋241：31．9大差 46．4�

（15頭）
714 オ ネ ス テ ィ 牝3栗 54 武士沢友治叶 哲也氏 浅野洋一郎 日高 豊洋牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，285，000円 複勝： 42，739，000円 枠連： 13，688，000円
馬連： 58，578，700円 馬単： 28，785，900円 ワイド： 35，815，700円
3連複： 83，267，200円 3連単： 101，216，200円 計： 388，375，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 1，340円 � 310円 枠 連（1－3） 1，170円

馬 連 �� 21，850円 馬 単 �� 35，500円

ワ イ ド �� 4，960円 �� 530円 �� 11，800円

3 連 複 ��� 48，110円 3 連 単 ��� 247，070円

票 数

単勝票数 計 242850 的中 � 42596（2番人気）
複勝票数 計 427390 的中 � 86614（2番人気）� 6312（12番人気）� 33883（6番人気）
枠連票数 計 136880 的中 （1－3） 8995（5番人気）
馬連票数 計 585787 的中 �� 2077（39番人気）
馬単票数 計 287859 的中 �� 608（78番人気）
ワイド票数 計 358157 的中 �� 1777（41番人気）�� 19110（3番人気）�� 741（63番人気）
3連複票数 計 832672 的中 ��� 1298（104番人気）
3連単票数 計1012162 的中 ��� 297（535番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―36．3―49．0―1：01．5―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プティトシャンティ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．8．27 新潟9着

2014．5．26生 牝3青鹿 母 チャームダンス 母母 ダンシングゴッデス 7戦1勝 賞金 10，050，000円
〔出走取消〕 オネスティ号は，疾病〔右前肢跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スペランツァ号
（非抽選馬） 2頭 ジャンヌ号・ヒハマタノボル号
※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。

03002 1月28日 晴 良 （29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

48 ハッスルバッスル 牡3黒鹿56 柴山 雄一吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか タイヘイ牧場 B490＋ 22：16．5 5．3�
59 ヤマニンバンタジオ �3栗 56 嘉藤 貴行土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 516－ 42：16．71� 3．5�
510 サーブルノワール 牡3青鹿56 蛯名 正義 �シルクレーシング 小島 太 浦河 谷口牧場 500± 02：16．91 5．2�
612 ト ラ ネ コ 牡3黒鹿56 武士沢友治桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 444＋ 42：17．64 8．5�
611 センノギモーヴ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 424－ 42：17．81 107．6�
36 アスカショウダイ 牡3栗 56 江田 照男上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 442－ 22：18．01� 85．9	
35 マイネルストラトス 牡3黒鹿56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 谷川牧場 472＋ 42：18．1� 10．1�
713 ロードアプローズ 牡3鹿 56 北村 宏司 
ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 506－ 4 〃 クビ 7．4�
12 ジ ク ウ 牡3鹿 56 勝浦 正樹髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 524＋ 22：18．3� 79．5
714 イ ー ゼ ル �3栗 56 吉田 豊水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 478± 02：18．72� 110．1�
23 シ ュ タ ル ク 牡3鹿 56 大野 拓弥篠田くみ子氏 大竹 正博 日高 高山 博 474＋ 22：18．8� 22．8�
47 ナカヤマグラン 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 北洋牧場 456＋ 62：19．43� 38．9�
24 シゲルバッファロー 牡3栗 56

54 △木幡 初也森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 528＋ 22：19．71� 120．9�
11 アリエススター 牝3鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 474＋ 4 〃 ハナ 79．4�
816 サクラエテルノ 牡3鹿 56 戸崎 圭太
さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 524± 0 〃 クビ 29．2�
815 アルミランテ 牡3黒鹿 56

54 △木幡 巧也金山 敏也氏 尾関 知人 むかわ 上水牧場 464－ 22：20．12� 12．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，872，700円 複勝： 35，548，800円 枠連： 15，052，100円
馬連： 53，115，900円 馬単： 24，749，900円 ワイド： 34，187，800円
3連複： 71，276，900円 3連単： 81，304，800円 計： 337，108，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 130円 � 170円 枠 連（4－5） 530円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 320円 �� 650円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 6，350円

票 数

単勝票数 計 218727 的中 � 32511（3番人気）
複勝票数 計 355488 的中 � 46996（3番人気）� 85491（1番人気）� 47063（2番人気）
枠連票数 計 150521 的中 （4－5） 21718（1番人気）
馬連票数 計 531159 的中 �� 61502（1番人気）
馬単票数 計 247499 的中 �� 12049（2番人気）
ワイド票数 計 341878 的中 �� 29032（1番人気）�� 12565（6番人気）�� 20672（3番人気）
3連複票数 計 712769 的中 ��� 39357（1番人気）
3連単票数 計 813048 的中 ��� 9274（4番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―13．3―14．0―13．5―12．9―12．4―13．1―12．9―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．6―31．9―45．9―59．4―1：12．3―1：24．7―1：37．8―1：50．7―2：03．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハッスルバッスル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．9．25 中山6着

2014．2．13生 牡3黒鹿 母 ミネルバサウンド 母母 シンメイミネルバ 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 アスカショウダイ号の騎手江田照男は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・16番）

第１回 東京競馬 第１日



03003 1月28日 晴 良 （29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
1：33．8
1：33．3

重
良

12 ワイルドカード 牡3鹿 56 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 556 ―1：39．3 2．1�

59 サンチェサピーク 牡3黒鹿56 C．ルメール �加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 522 ―1：39．51� 3．8�
816 カヴァレリア 牡3鹿 56 大野 拓弥 �グリーンファーム新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 514 ―1：40．24 12．1�
36 フォルナシス 牡3栗 56

54 △木幡 巧也吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 478 ―1：40．3� 10．8�
48 リ ウ ォ ー ド 牡3鹿 56 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478 ―1：41．36 140．7	
35 ヌンフェスタ 牡3栗 56 田辺 裕信ヌンクラブ� 小西 一男 新冠 石田牧場 496 ―1：41．4	 29．2

815 ブライトンピア 牡3栗 56 内田 博幸浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454 ― 〃 ハナ 13．7�
713 ア オ ス タ 牡3栗 56 V．シュミノー 吉田 和美氏 古賀 慎明 新ひだか 仲野牧場 500 ―1：41．6� 14．5�

（仏）

24 オールウェイズゼア 牡3黒鹿 56
54 △木幡 初也グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 464 ―1：41．81	 77．1

11 メイキャロル 牝3鹿 54
53 ☆石川裕紀人千明牧場 勢司 和浩 浦河 千明牧場 466 ― 〃 ハナ 36．8�

611 ユメノカヨヒヂ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新冠 パカパカ
ファーム 462 ―1：42．01� 222．3�

714 フジワンキララ 牝3芦 54 横山 典弘�富士開発 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ
ファーム 486 ―1：42．21� 33．7�

612 キロロチャン 牝3鹿 54 戸崎 圭太�明栄商事 小西 一男 新ひだか 野坂牧場 452 ―1：42．3クビ 40．3�
510 セ イ ギ 牡3栗 56 丹内 祐次江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 478 ―1：43．25 284．5�
23 カシノオネスト 牡3栗 56 二本柳 壮柏木 務氏 蛯名 利弘 日高 細川牧場 458 ―1：44．15 104．4�
47 フィフティマッハ 牡3黒鹿56 松岡 正海星野 壽市氏 上原 博之 日高 前野牧場 480 ―1：45．59 19．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，010，900円 複勝： 40，110，300円 枠連： 17，012，100円
馬連： 50，985，600円 馬単： 28，221，000円 ワイド： 31，172，900円
3連複： 63，119，500円 3連単： 82，818，500円 計： 344，450，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 260円 枠 連（1－5） 500円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 200円 �� 570円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 4，220円

票 数

単勝票数 計 310109 的中 � 116553（1番人気）
複勝票数 計 401103 的中 � 139245（1番人気）� 73888（2番人気）� 23778（6番人気）
枠連票数 計 170121 的中 （1－5） 26245（1番人気）
馬連票数 計 509856 的中 �� 93963（1番人気）
馬単票数 計 282210 的中 �� 32112（1番人気）
ワイド票数 計 311729 的中 �� 49155（1番人気）�� 12676（5番人気）�� 7405（11番人気）
3連複票数 計 631195 的中 ��� 25337（4番人気）
3連単票数 計 828185 的中 ��� 14216（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．8―48．6―1：01．3―1：13．7―1：26．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F38．0
3 ・（2，9）（6，4，15）（3，11）－（5，14）16，12，13，1（10，8）7 4 2，9，6，15－（3，4）11（5，14）（12，16）－（1，8，13）（10，7）

勝馬の
紹 介

ワイルドカード �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

2014．2．25生 牡3鹿 母 パーフェクトチャンス 母母 Win Crafty Lady 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔調教再審査〕 フィフティマッハ号は，競走中終始外側に逃避しようとし，また，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平

地調教再審査。
〔その他〕 フォルナシス号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィフティマッハ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月28日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03004 1月28日 晴 良 （29東京1）第1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

35 エイプリルミスト 牝3芦 54 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 422＋ 42：31．9 2．0�
46 メイプルストロング 牡3鹿 56 柴田 善臣節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 504－ 2 〃 ハナ 15．6�
22 サンデームーティエ 牡3栗 56 勝浦 正樹戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 438－ 62：32．22 8．4�
23 ヘラクレスバイオ 牡3黒鹿56 左海 誠二バイオ� 奥平 雅士 平取 清水牧場 452＋ 22：32．3クビ 251．1�

（船橋）

58 マイネルクラース 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 446± 0 〃 クビ 12．5	

11 ヒラボクビューン 牡3鹿 56 吉田 豊�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 468－ 2 〃 アタマ 5．0

34 ウィズザウインド 牡3鹿 56 柴山 雄一街風 �雄氏 国枝 栄 安平 追分ファーム 502－ 42：32．51� 88．1�
610 ジャカンドジョー 牡3鹿 56 黛 弘人井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 462－ 2 〃 アタマ 133．7
47 クレッシェンドラヴ 牡3鹿 56 戸崎 圭太広尾レース� 二ノ宮敬宇 新ひだか 木村 秀則 494－ 4 〃 クビ 11．7�
611 シンパンジャ 牡3黒鹿56 武士沢友治深澤 朝房氏 奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 486＋ 42：32．6クビ 189．0�
814 バトルオスカー 牡3黒鹿56 田辺 裕信宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 競優牧場 492＋ 42：32．7� 47．8�
712 パガットケーブ 牡3青鹿56 内田 博幸 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 518－ 82：32．91� 8．3�
815 ダウンザライン 牡3芦 56 蛯名 正義�Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 474± 02：33．11� 55．7�
713 シンキングターボ 牡3栗 56 嘉藤 貴行佐藤 雄司氏 大和田 成 新ひだか 山際牧場 482－ 22：33．52� 420．0�
59 ヴァッラータ 牝3芦 54 V．シュミノー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 402－ 22：33．6	 28．2�

（仏）

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，812，100円 複勝： 45，196，100円 枠連： 15，895，100円
馬連： 58，619，700円 馬単： 31，625，200円 ワイド： 36，355，200円
3連複： 75，161，500円 3連単： 105，234，000円 計： 402，898，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 330円 � 230円 枠 連（3－4） 680円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 560円 �� 390円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 9，450円

票 数

単勝票数 計 348121 的中 � 133874（1番人気）
複勝票数 計 451961 的中 � 173911（1番人気）� 22713（7番人気）� 37405（4番人気）
枠連票数 計 158951 的中 （3－4） 18106（2番人気）
馬連票数 計 586197 的中 �� 32425（6番人気）
馬単票数 計 316252 的中 �� 12019（7番人気）
ワイド票数 計 363552 的中 �� 16503（6番人気）�� 25464（2番人気）�� 8167（13番人気）
3連複票数 計 751615 的中 ��� 23882（7番人気）
3連単票数 計1052340 的中 ��� 8070（24番人気）

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

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―24．4―37．4―50．6―1：04．0―1：17．9―1：31．7―1：44．9―1：57．6―2：09．3―2：20．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．3
1
3
10－2，6，1（5，7）（3，9，14）（8，15）（4，11）12－13
10，2（1，6）12（3，5，7）（9，14）（8，15）（4，11）－13

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

勝馬の
紹 介

エイプリルミスト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2016．7．23 福島5着

2014．1．27生 牝3芦 母 スターダムバウンド 母母 My White Corvette 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔制裁〕 ヒラボクビューン号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・7番）
※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。



03005 1月28日 晴 良 （29東京1）第1日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・左）

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
1：44．2
1：43．9

良
良

48 イストワールファム 牝3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 446－ 21：47．2 1．6�
47 デ コ ラ ス 牝3鹿 54 蛯名 正義林 正道氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 436± 01：47．62� 6．2�
59 ウインクバック 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 21：47．81 5．7�
713 クインズゴールド 牝3鹿 54 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 444＋28 〃 クビ 70．4�
510 ドリームマジック 牝3鹿 54 吉田 隼人堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 460－ 21：47．9クビ 15．9�
714 ショウナンアルマー 牝3青鹿54 内田 博幸国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 464－ 21：48．0� 21．2	
12 ナムラムラサキ 牝3鹿 54 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 418± 01：48．1クビ 94．3

11 ショウナンサザナミ 牝3鹿 54 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 424－ 61：48．2� 13．6�
611 アシュランス 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 61：49．26 222．2
36 サンオースティン 牝3黒鹿54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 日高 碧雲牧場 422－ 21：49．41� 61．5�
23 ダ ー ナ 牝3青鹿54 森 泰斗門野 重雄氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 378－121：49．71� 77．0�

（船橋）

35 バトルエニシ 牝3鹿 54
52 △木幡 巧也宮川 秋信氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 466± 01：49．8� 54．6�

816 ベ ッ キ ー 牝3青鹿54 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 436－ 21：50．22� 44．7�
612 モ ガ ド ー ル 牝3栗 54 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 476＋ 61：50．41� 75．0�
24 クライオブジョイ 牝3黒鹿54 V．シュミノー 吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 460－101：51．57 76．2�

（仏）

815 セブンハーバー 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子 IHR 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 476－ 61：51．71� 191．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，667，900円 複勝： 73，449，800円 枠連： 19，483，900円
馬連： 63，562，700円 馬単： 36，014，400円 ワイド： 43，249，300円
3連複： 86，856，000円 3連単： 123，890，900円 計： 483，174，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（4－4） 520円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 220円 �� 230円 �� 380円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 1，650円

票 数

単勝票数 計 366679 的中 � 176813（1番人気）
複勝票数 計 734498 的中 � 389727（1番人気）� 81556（2番人気）� 79629（3番人気）
枠連票数 計 194839 的中 （4－4） 28857（2番人気）
馬連票数 計 635627 的中 �� 94598（2番人気）
馬単票数 計 360144 的中 �� 45391（1番人気）
ワイド票数 計 432493 的中 �� 54441（1番人気）�� 48748（2番人気）�� 25725（4番人気）
3連複票数 計 868560 的中 ��� 95245（1番人気）
3連単票数 計1238909 的中 ��� 54196（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―35．4―47．2―59．5―1：11．7―1：23．3―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

イストワールファム �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．10．10 東京3着

2014．1．28生 牝3栗 母 ヒストリックレディ 母母 ヒストリックスター 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クライオブジョイ号・セブンハーバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グラスセレーネ号・フィネス号
（非抽選馬） 2頭 カシノポルカ号・ミニマルプラン号
※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。

03006 1月28日 晴 良 （29東京1）第1日 第6競走 ��
��2，100�サラブレッド系4歳以上

発走13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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

714 ピアシングステア 牡5栗 57 柴田 大知水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 502＋ 62：13．2 14．2�
510 ムーンレンジャー 牡5黒鹿57 柴田 善臣大川 �史氏 本間 忍 新ひだか 岡田牧場 536＋ 82：13．3� 3．4�
24 ワイルドダンサー 牡5鹿 57 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 498－ 6 〃 ハナ 6．3�
611 ノースランドボーイ 	5青 57 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 B504＋ 42：13．4
 7．5�
713 ディリゲント 牡4黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新ひだか 静内フアーム 516＋ 22：13．71
 19．3	
47 キールコネクション 牡5栗 57 吉田 豊水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B482± 02：13．91� 12．0

23 � マ イ テ ィ 	4栗 56

53 ▲藤田菜七子�カネツ牧場 根本 康広 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458＋ 22：14．0クビ 11．2�

35 クワッドアクセル 牡5栗 57 内田 博幸�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 482＋ 22：14．31� 10．8�
11 ポルトボナール 牡5黒鹿 57

55 △木幡 初也後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 B490± 0 〃 クビ 17．4
36 ディアクーシー 牡4鹿 56 吉田 隼人ディアレストクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 502－ 22：14．93
 13．7�
48 サムワンライクユー 牡4鹿 56 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 468＋222：15．21� 15．7�
12 � レオクイック 牡5鹿 57

55 △木幡 巧也坂田 行夫氏 天間 昭一 浦河 田中スタッド 474＋ 62：15．41
 188．4�
815 ニシノファルコン 牡4黒鹿56 大庭 和弥西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 王蔵牧場 472＋ 22：15．71� 91．2�
59 トーホウデサント 牡4鹿 56 左海 誠二東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 492－ 22：15．91� 41．1�

（船橋）

816� カーニバルダクス 牝5鹿 55 V．シュミノー 吉田 和美氏 池上 昌和 米 Brushwood
Stable 448＋ 82：16．96 48．1�

（仏）

612 フィンガーポスト 牡4鹿 56 江田 照男伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 490＋ 82：18．17 37．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，335，200円 複勝： 47，526，000円 枠連： 21，300，300円
馬連： 71，256，400円 馬単： 32，566，400円 ワイド： 47，689，300円
3連複： 101，457，100円 3連単： 109，569，400円 計： 460，700，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 390円 � 140円 � 190円 枠 連（5－7） 1，180円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，320円 �� 480円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 27，000円

票 数

単勝票数 計 293352 的中 � 16459（8番人気）
複勝票数 計 475260 的中 � 23014（10番人気）� 110319（1番人気）� 66476（2番人気）
枠連票数 計 213003 的中 （5－7） 13961（4番人気）
馬連票数 計 712564 的中 �� 27565（5番人気）
馬単票数 計 325664 的中 �� 4541（17番人気）
ワイド票数 計 476893 的中 �� 14778（6番人気）�� 8822（14番人気）�� 27237（2番人気）
3連複票数 計1014571 的中 ��� 21489（4番人気）
3連単票数 計1095694 的中 ��� 2942（53番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―12．9―12．6―12．5―12．3―12．5―12．6―12．7―13．2―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．6―31．5―44．1―56．6―1：08．9―1：21．4―1：34．0―1：46．7―1：59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．2
1
3
6（1，12）2（4，15）5（7，16）（8，13）（11，14）（9，10）－3
6，1，12（4，2）15，5（7，16）（8，14）13（9，11）10－3

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

勝馬の
紹 介

ピアシングステア �
�
父 バトルプラン �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2015．3．22 中山1着

2012．3．14生 牡5栗 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 14戦3勝 賞金 33，752，000円
〔制裁〕 ポルトボナール号の騎手木幡初也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 カブキモノ号・ラインキュート号
※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。



03007 1月28日 晴 良 （29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 7，200，000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
1：33．8
1：33．3

重
良

59 リヴェルディ 牡3鹿 56 吉田 隼人�佐藤牧場 中川 公成 平取 スガタ牧場 510＋ 21：38．5 7．0�
（法634）

24 パレスハングリー 牝3黒鹿54 田中 勝春西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 464＋ 21：38．81� 233．9�
11 ハイランドピーク 牡3青鹿56 横山 典弘島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 452－ 21：38．9� 1．8�
47 スマートエレメンツ 牡3鹿 56 内田 博幸大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 498＋ 4 〃 ハナ 21．7�

713 フォーカード 牡3栗 56 松岡 正海	KTレーシング 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 468－101：39．0� 29．8

816 クインズコースト 牡3鹿 56 C．ルメール 亀田 和弘氏 加藤 征弘 新ひだか 大滝 康晴 468－ 21：39．1� 20．1�
611 アポロユッキー 牝3鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 渋谷 一郎 490－ 61：39．2� 90．4�
12 	 バスカヴィル 牡3鹿 56 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

470－ 61：39．51� 6．5
612 シルヴァーメテオ 牡3芦 56

53 ▲藤田菜七子ライオンレースホース	 畠山 吉宏 浦河 宮内牧場 476＋ 21：39．71
 45．5�
48 モンサンルリアン 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 504＋161：39．91� 181．8�
714	 マラードザレコード 牡3青鹿 56

55 ☆石川裕紀人岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park
Stud Ltd 466－ 61：40．11 42．2�

35 サ ノ ヘ ッ ド 牡3黒鹿56 田辺 裕信佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 498＋ 81：40．52� 5．5�
23 スターストラック 牡3黒鹿56 V．シュミノー �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 4 〃 ハナ 65．7�
（仏）

36 マイネルルミノーソ 牡3黒鹿56 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小野 次郎 別海 野付ライディ

ングファーム B484＋ 2 〃 クビ 95．8�
510 エドノライト 牝3栗 54 吉田 豊遠藤 喜松氏 萱野 浩二 新ひだか 沖田 忠幸 508－ 81：41．45 166．7�
815 フジマサクイーン 牝3鹿 54 蛯名 正義藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド 428－ 21：41．93 92．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，314，800円 複勝： 81，010，500円 枠連： 28，729，400円
馬連： 95，319，000円 馬単： 49，818，200円 ワイド： 57，253，600円
3連複： 119，257，900円 3連単： 173，709，400円 計： 658，412，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 2，660円 � 110円 枠 連（2－5） 15，330円

馬 連 �� 70，150円 馬 単 �� 102，930円

ワ イ ド �� 13，270円 �� 370円 �� 4，340円

3 連 複 ��� 33，250円 3 連 単 ��� 396，030円

票 数

単勝票数 計 533148 的中 � 60564（4番人気）
複勝票数 計 810105 的中 � 87577（4番人気）� 3957（16番人気）� 334367（1番人気）
枠連票数 計 287294 的中 （2－5） 1452（25番人気）
馬連票数 計 953190 的中 �� 1053（72番人気）
馬単票数 計 498182 的中 �� 363（124番人気）
ワイド票数 計 572536 的中 �� 1022（74番人気）�� 46090（3番人気）�� 3164（35番人気）
3連複票数 計1192579 的中 ��� 2690（85番人気）
3連単票数 計1737094 的中 ��� 318（696番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．0―12．9―12．9―12．7―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―35．1―48．0―1：00．9―1：13．6―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リヴェルディ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．11．5 東京1着

2014．1．26生 牡3鹿 母 オートキュイジーヌ 母母 メヤディーニ 2戦2勝 賞金 14，200，000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 キャプテンキング号・サノサマー号・マッシュクール号
※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。

03008 1月28日 晴 良 （29東京1）第1日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 ショウナンカサロ 牝5青鹿55 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 468－ 81：24．9 4．0�
510 オニノシタブル 牡6栗 57 柴田 大知青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B492＋141：25．0� 10．8�
612 ヒドゥンブレイド 牡7黒鹿 57

56 ☆石川裕紀人 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 494± 01：25．31� 11．3�
714 ウェイトアンドシー �6黒鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 494－ 6 〃 クビ 16．6�
11 イダクァイマ 牡5栗 57 吉田 隼人張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B520－ 21：25．4クビ 43．8�
815 ララパルーザ 牡4鹿 56 柴山 雄一 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム 522＋10 〃 クビ 41．9

47 カ ネ ノ イ ロ 牡4鹿 56

54 △木幡 初也江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 476－ 2 〃 ハナ 17．6�
48 � リバータイキ 牡8栗 57

55 △井上 敏樹河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 526＋ 61：25．6� 131．4�
35 タニセンジャッキー 牡8鹿 57

54 ▲菊沢 一樹染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 488＋ 41：25．7� 23．2
24 ドラゴンシュバリエ 牡4芦 56 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B508－ 61：25．91 3．8�
23 ヤマイチジャスティ 牝4鹿 54 内田 博幸菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 478－ 81：26．0� 6．5�
59 � フ ィ ラ ー レ 牡6黒鹿57 蛯名 正義岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B470± 01：26．31	 33．5�
36 サ ノ コ コ 牝4鹿 54

52 △木幡 巧也佐野 信幸氏 栗田 徹 新冠 武田 修一 494－ 21：26．83 26．6�
816 トウカイフィーバー 牝4黒鹿54 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 438＋ 41：27．01
 41．3�
12 レッドジョーカー �9黒鹿57 V．シュミノー 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 B510－101：27．63	 77．6�

（仏）

713 メイプルキング 牡4鹿 56 勝浦 正樹節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 462－ 4 （競走中止） 10．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，956，000円 複勝： 59，017，900円 枠連： 30，516，900円
馬連： 94，021，600円 馬単： 37，459，800円 ワイド： 56，616，900円
3連複： 126，457，900円 3連単： 140，111，900円 計： 581，158，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 270円 � 270円 枠 連（5－6） 970円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 640円 �� 650円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 16，830円

票 数

単勝票数 計 369560 的中 � 72750（2番人気）
複勝票数 計 590179 的中 � 125420（1番人気）� 49231（5番人気）� 49360（4番人気）
枠連票数 計 305169 的中 （5－6） 24313（3番人気）
馬連票数 計 940216 的中 �� 41088（4番人気）
馬単票数 計 374598 的中 �� 8822（8番人気）
ワイド票数 計 566169 的中 �� 23420（3番人気）�� 22991（4番人気）�� 9035（15番人気）
3連複票数 計1264579 的中 ��� 26317（4番人気）
3連単票数 計1401119 的中 ��� 6035（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．1―47．0―59．3―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカサロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．11 東京10着

2012．3．25生 牝5青鹿 母 ショウナンアルス 母母 ショウナンハピネス 19戦4勝 賞金 43，356，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 メイプルキング号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。



03009 1月28日 晴 良 （29東京1）第1日 第9競走 ��
��1，600�

はくれい

白嶺ステークス
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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：33．8
1：33．3

重
良

46 ア ル タ イ ル 牡5栗 57 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B488＋ 41：37．4 7．5�
711 イーグルフェザー 牡4鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 486＋ 2 〃 ハナ 1．7�
610 シャドウチェイサー �5黒鹿57 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 466－ 81：37．61	 6．7�
34 ウインユニファイド 牡5黒鹿57 V．シュミノー�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 518＋ 21：37．7	 6．6�

（仏）

22 サ ン グ ラ ス 牡6青鹿57 内田 博幸玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B506－101：37．8
 17．0	
712 ヨ シ オ 牡4鹿 56 戸崎 圭太仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472＋ 61：37．9クビ 25．6

58 メガオパールカフェ 牡6栗 57 木幡 巧也西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 552－ 21：38．0	 47．2�
11 モ ン テ ネ オ 牡7黒鹿57 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 492－ 4 〃 ハナ 284．9�
814 ベルウッドテラス 牡7鹿 57 石川裕紀人鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 508± 01：38．1	 115．7
57 スマートボムシェル 牡5栗 57 吉田 隼人大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 502－101：38．73	 39．2�
813 ブラックジョー �4青鹿56 蛯名 正義山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 470－10 〃 クビ 19．8�
45 アドマイヤオウジャ 牡7鹿 57 北村 宏司近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 ハナ 177．4�
33 ディアマイダーリン 牝5鹿 55 横山 典弘窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 488－ 61：38．8クビ 52．7�
69 ニットウビクトリー 牡8鹿 57 左海 誠二�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 512＋16 〃 アタマ 147．5�

（船橋）

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，113，500円 複勝： 87，608，300円 枠連： 25，546，400円
馬連： 128，305，300円 馬単： 61，033，700円 ワイド： 68，108，400円
3連複： 164，657，300円 3連単： 249，761，200円 計： 835，134，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 160円 � 110円 � 170円 枠 連（4－7） 500円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 250円 �� 680円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 7，570円

票 数

単勝票数 計 501135 的中 � 52924（4番人気）
複勝票数 計 876083 的中 � 98211（2番人気）� 401624（1番人気）� 81087（4番人気）
枠連票数 計 255464 的中 （4－7） 39201（1番人気）
馬連票数 計1283053 的中 �� 207922（1番人気）
馬単票数 計 610337 的中 �� 28646（6番人気）
ワイド票数 計 681084 的中 �� 76682（1番人気）�� 21980（8番人気）�� 66185（3番人気）
3連複票数 計1646573 的中 ��� 119522（1番人気）
3連単票数 計2497612 的中 ��� 23920（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．1―48．3―1：00．8―1：13．0―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル タ イ ル �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2014．7．19 福島5着

2012．4．24生 牡5栗 母 トップオブドーラ 母母 Maltese Dianne 25戦5勝 賞金 100，839，000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。

03010 1月28日 晴 良 （29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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

811 タイムトリップ 牡3黒鹿57 戸崎 圭太中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 478－ 41：22．2 4．6�
55 アドマイヤシナイ 牡3鹿 56 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 洞�湖 レイクヴィラファーム 460－ 61：22．3	 6．3�
22 ス カ ル バ ン 牡3鹿 56 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 492＋ 2 〃 クビ 24．2�
810 マイネルバールマン 牡3芦 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 藤沢牧場 494－ 4 〃 ハナ 8．0�
44 ワイナルダム 牡3青鹿56 松岡 正海 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 454－ 21：22．4クビ 171．7	
11 
 トリリオネア 牡3鹿 56 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 英 Darley 460＋ 4 〃 クビ 2．0

78 ワールドフォーラブ 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 442－ 41：22．5� 5．5�
79 ポ ン ポ ン 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 432－ 21：22．81� 155．8�
66 � コパノミザール 牡3鹿 56 森 泰斗小林 祐介氏 堀 千亜樹 新ひだか 西村 和夫 452－ 21：23．22	 227．5

（大井） （船橋）

33 キンシノクリーン 牡3鹿 56 内田 博幸若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 土田農場 436＋ 61：23．41	 46．6�
67 � キャプテンロビン 牡3芦 56 左海 誠二島川 �哉氏 小久保 智 日高 有限会社 エ

スティファーム 446 1：23．61	 225．5�
（浦和） （船橋）

（11頭）

売 得 金
単勝： 66，441，800円 複勝： 70，389，700円 枠連： 29，193，100円
馬連： 143，964，700円 馬単： 83，703，500円 ワイド： 63，232，000円
3連複： 158，568，900円 3連単： 327，513，400円 計： 943，007，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 190円 � 400円 枠 連（5－8） 780円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，460円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 25，760円

票 数

単勝票数 計 664418 的中 � 115211（2番人気）
複勝票数 計 703897 的中 � 129926（2番人気）� 103324（3番人気）� 35386（6番人気）
枠連票数 計 291931 的中 （5－8） 28665（4番人気）
馬連票数 計1439647 的中 �� 95094（5番人気）
馬単票数 計 837035 的中 �� 25850（9番人気）
ワイド票数 計 632320 的中 �� 41801（6番人気）�� 10622（14番人気）�� 10822（13番人気）
3連複票数 計1585689 的中 ��� 19844（18番人気）
3連単票数 計3275134 的中 ��� 9217（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．1―48．4―59．8―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．8
3 ・（3，4）（2，9）（5，10）（1，11，8）－（6，7） 4 ・（3，4）（9，10）（2，5）（1，11，8）－（6，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイムトリップ �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 ホークアタック デビュー 2016．7．2 福島1着

2014．3．26生 牡3黒鹿 母 ミルフォードスバル 母母 グリーンサムナー 7戦3勝 賞金 61，756，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

追 加 記 事（第 1回中山競馬第 6日第 6競走）
〔その他〕　　フジブラック号は，競走中に疾病〔左第3中手骨罅裂骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



03011 1月28日 晴 良 （29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55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

11 スズカデヴィアス 牡6黒鹿56 戸崎 圭太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 514－ 22：00．6 5．7�
814	 サクラアンプルール 牡6栗 56 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 480＋10 〃 クビ 8．7�
711 プロフェット 牡4鹿 56 V．シュミノー �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462＋ 62：00．8
 4．8�

（仏）

34 サムソンズプライド 牡7鹿 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 480－ 42：01．11
 10．5�
46 ケツァルテナンゴ 牡5鹿 56 吉田 隼人�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 クビ 6．8	
22 ヒラボクディープ 牡7黒鹿57 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 B512＋ 42：01．2クビ 51．5

45 ピ ン ポ ン 牡7鹿 56 石川裕紀人小田切有一氏 寺島 良 新冠 大栄牧場 460－ 4 〃 クビ 68．0�
712 ライズトゥフェイム 牡7鹿 56 森 泰斗 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 82：01．3� 86．3�
（船橋）

57 カ ム フ ィ ー 牡8黒鹿57 蛯名 正義清水 二朗氏 池上 昌和 池田 新田牧場 466± 0 〃 ハナ 21．2
33 マイネルラフレシア 牡4栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 2 〃 ハナ 4．4�
69 ロンギングダンサー 牡8黒鹿56 大野 拓弥坂本 浩一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム B494－ 22：01．4
 11．9�
610 スーパームーン 牡8青鹿57 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 520＋182：01．71
 10．8�
813 フェスティヴイェル 牡6黒鹿56 田中 勝春 �二風谷ファーム 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 500＋ 22：01．8
 102．5�
58 シンゼンレンジャー 牡8黒鹿56 吉田 豊原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 512＋10 〃 アタマ 92．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 87，960，900円 複勝： 120，529，100円 枠連： 67，863，200円
馬連： 341，528，500円 馬単： 127，798，900円 ワイド： 148，118，200円
3連複： 464，107，500円 3連単： 638，073，500円 計： 1，995，979，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 230円 � 260円 � 190円 枠 連（1－8） 2，520円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 640円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 27，710円

票 数

単勝票数 計 879609 的中 � 121679（3番人気）
複勝票数 計1205291 的中 � 132994（4番人気）� 112060（5番人気）� 184003（2番人気）
枠連票数 計 678632 的中 （1－8） 20865（14番人気）
馬連票数 計3415285 的中 �� 104032（10番人気）
馬単票数 計1277989 的中 �� 22544（14番人気）
ワイド票数 計1481182 的中 �� 37362（12番人気）�� 60924（4番人気）�� 45471（9番人気）
3連複票数 計4641075 的中 ��� 85842（6番人気）
3連単票数 計6380735 的中 ��� 16692（74番人気）

ハロンタイム 13．2―12．5―12．3―12．4―12．5―12．2―11．9―11．2―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．7―38．0―50．4―1：02．9―1：15．1―1：27．0―1：38．2―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F33．6

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

勝馬の
紹 介

スズカデヴィアス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．6 京都7着

2011．5．8生 牡6黒鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 22戦4勝 賞金 104，817，000円
〔発走状況〕 ケツァルテナンゴ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 ケツァルテナンゴ号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 プロディガルサン号・マテンロウボス号
※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。

03012 1月28日 晴 良 （29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25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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

816 ムーンクエイク �4栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488－141：33．6 2．3�
47 コスモヨハネ 牡5栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 494± 01：34．02	 4．9�
35 ストーミング 牡6栗 57 大野 拓弥栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 494± 01：34．21	 30．5�
510 シ ャ ラ ラ 牝4鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 480＋ 81：34．3	 21．9�
23 ニシノカブケ 牡5栗 57 戸崎 圭太西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 510± 0 〃 クビ 5．7�
24 ナイアガラモンロー 牝5鹿 55 田辺 裕信塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 
川 啓一 504± 01：34．72	 13．5	
59 ブ ル ロ ー ネ 牝5黒鹿 55

54 ☆石川裕紀人山口 敦広氏 和田正一郎 新ひだか 小河 豊水 484＋ 21：34．8クビ 50．5

48 アイスコールド 牝4鹿 54 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋14 〃 クビ 39．3�
611 ラブリーアモン 牝4青 54 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 486＋ 41：35．01� 7．8�
12 シャイニングアロー 牝4青 54 柴田 善臣矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 456＋ 21：35．1クビ 53．4
612 サバイバルポケット 牝4鹿 54 森 泰斗福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋301：35．42 41．1�
（船橋）

713 プラトリーナ 牝4鹿 54 V．シュミノー �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 406－ 2 〃 クビ 16．6�
（仏）

815� トーセンアルバータ 牝4鹿 53 横山 典弘島川 �哉氏 成島 英春 豪
Arrowfield Pastoral Pty
Ltd, Planette Thorough-
bred Trading, Belford Pr

466－ 31：35．71� 58．3�
11 レッドエトワール 牝4鹿 54 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム 448－ 21：35．91� 207．6�
36 サンアンダーソン 牡4栗 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 中野 栄治 様似 様似共栄牧場 B554＋ 21：36．11� 272．3�
714 オウケンダイヤ 牝4黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子福井 明氏 根本 康広 浦河 辻 牧場 398＋161：37．37 201．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 79，183，400円 複勝： 102，696，600円 枠連： 43，534，600円
馬連： 196，229，400円 馬単： 93，044，600円 ワイド： 112，747，300円
3連複： 257，535，600円 3連単： 402，475，100円 計： 1，287，446，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 180円 � 410円 枠 連（4－8） 630円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，120円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 14，980円

票 数

単勝票数 計 791834 的中 � 264541（1番人気）
複勝票数 計1026966 的中 � 281973（1番人気）� 141672（3番人気）� 44349（8番人気）
枠連票数 計 435346 的中 （4－8） 53079（2番人気）
馬連票数 計1962294 的中 �� 210095（2番人気）
馬単票数 計 930446 的中 �� 68406（2番人気）
ワイド票数 計1127473 的中 �� 97773（2番人気）�� 24311（12番人気）�� 17069（19番人気）
3連複票数 計2575356 的中 ��� 36132（16番人気）
3連単票数 計4024751 的中 ��� 19469（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．5―47．2―59．1―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4F46．4―3F34．5
3 16－10－12（4，9，15）（3，6，13）（5，7，11）（8，14）（1，2） 4 16－10－12（4，9）（3，6，15）（5，13，11）7，8（1，14）2

勝馬の
紹 介

ムーンクエイク �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Halling デビュー 2016．2．21 東京2着

2013．4．26生 �4栗 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 6戦2勝 賞金 20，934，000円
〔騎手変更〕 ブルローネ号の騎手木幡巧也は，病気のため石川裕紀人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クインズラピス号
※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。



（29東京1）第1日 1月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

228，190，000円
5，060，000円
16，660，000円
1，190，000円
25，190，000円
72，756，000円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
551，954，200円
805，822，100円
327，815，100円
1，355，487，500円
634，821，500円
734，546，600円
1，771，723，300円
2，535，678，300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 8，717，848，600円

総入場人員 23，472名 （有料入場人員 22，382名）
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