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03001 1月27日 晴 不良 （30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

36 マサノカバーガール 牝3栗 54 石橋 脩中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大
作ステーブル B450＋ 21：28．0 22．9�

11 ロジヒューズ 牝3鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 474＋121：28．32 5．8�
24 レ ユ シ ッ ト 牝3黒鹿54 戸崎 圭太落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 川島牧場 456－ 2 〃 アタマ 5．6�
713 エリープラネット 牝3栗 54 三浦 皇成谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 424－ 2 〃 ハナ 8．7�
611 サイモンジルバ 牝3鹿 54 大野 拓弥澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 460± 01：28．83 9．1�
816 パリスハート 牝3鹿 54 吉田 隼人日下 幸徳氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 448－12 〃 ハナ 3．5�
510 ア ネ ラ 牝3鹿 54 北村 宏司加藤 義久氏 高橋 義博 新ひだか カタオカフアーム 436－121：29．01� 53．8	
48 セントオブウーマン 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅桜井 忠隆氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 410－ 41：29．95 22．0

815 ゼットイーリス 牝3黒鹿54 柴田 大知�フォーレスト 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 466－ 21：30．43 4．0�
23 ホリーセクション 牝3栗 54 嘉藤 貴行 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 412± 0 〃 アタマ 108．5
47 チ ョ ウ ヨ ウ 牝3鹿 54 丹内 祐次中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 446± 0 〃 ハナ 169．9�
714 サクラトップライフ 牝3黒鹿54 西田雄一郎�トップフェロウ武市 康男 新ひだか 千代田牧場 452＋101：30．93 155．9�
12 カシノリヤン 牝3栗 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 462－ 21：31．43 338．7�
612 カガトゥインクル 牝3黒鹿54 岩部 純二香川 憲次氏 萱野 浩二 浦河 高岸 順一 B432－ 41：31．6� 304．3�
59 ニシノステップ 牝3鹿 54 木幡 初広西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西村 和夫 450＋ 2 〃 クビ 252．8�
35 ブ ラ ッ チ ョ 牝3青鹿54 宮崎 北斗小林 祐一氏 青木 孝文 浦河 榊原 敏明 448 ―1：34．8大差 165．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，550，800円 複勝： 42，282，000円 枠連： 15，173，800円
馬連： 59，648，900円 馬単： 26，484，500円 ワイド： 38，322，500円
3連複： 83，791，700円 3連単： 95，763，200円 計： 388，017，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，290円 複 勝 � 460円 � 250円 � 210円 枠 連（1－3） 8，620円

馬 連 �� 8，970円 馬 単 �� 22，830円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 1，700円 �� 810円

3 連 複 ��� 12，060円 3 連 単 ��� 108，820円

票 数

単勝票数 計 265508 的中 � 9263（8番人気）
複勝票数 計 422820 的中 � 20482（7番人気）� 44719（6番人気）� 59800（3番人気）
枠連票数 計 151738 的中 （1－3） 1364（22番人気）
馬連票数 計 596489 的中 �� 5148（27番人気）
馬単票数 計 264845 的中 �� 870（56番人気）
ワイド票数 計 383225 的中 �� 3841（27番人気）�� 5725（25番人気）�� 12621（12番人気）
3連複票数 計 837917 的中 ��� 5208（44番人気）
3連単票数 計 957632 的中 ��� 638（307番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．1―35．7―48．3―1：01．6―1：14．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マサノカバーガール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．10．15 新潟9着

2015．3．25生 牝3栗 母 モエレカバーガール 母母 マイライフスタイル 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラッチョ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月27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） 3頭 タイガーアイ号・タツオウカランブ号・フィールグッド号
（非抽選馬） 2頭 トーセンウィズダム号・ファシナンテ号

03002 1月27日 晴 不良 （30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

612 ギャラルホルン 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 530± 02：14．8 1．4�
36 シャイニーロケット 牡3鹿 56 吉田 隼人小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 458－ 22：15．22� 9．9�
59 セイカメテオライト 牡3鹿 56 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 454－ 62：17．0大差 31．4�
510 ショウナンガレオン 牡3芦 56 北村 宏司国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 棚川 光男 500－ 42：17．63� 13．7�
713 アルマライル 牡3青鹿56 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 新ひだか 野坂牧場 502－ 4 〃 ハナ 37．1�
714 オーネットヒーロー 牡3鹿 56 松岡 正海醍醐 伸之氏 中舘 英二 日高 前川 義則 526＋ 42：18．55 233．2	
24 ト サ イ チ 牡3鹿 56 丹内 祐次林 啓二氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 458＋ 22：18．6� 336．1

611 ニシノラヴコール 牝3黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 440± 0 〃 ハナ 8．5�
47 コウセイゲキソウ 牡3青鹿 56

53 ▲武藤 雅杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 村本牧場 494＋102：18．91� 61．6�
816 エンパイヤアーサー 牡3黒鹿56 柴山 雄一�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 520－ 42：19．53� 39．8
12 ディナミーデン 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 460＋ 42：21．3大差 13．0�
48 ロンサムジョージ 牡3黒鹿56 武士沢友治 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 492－162：21．93� 338．1�
35 スカルダイヤモンド 牡3栗 56 松田 大作�KTレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 450－ 22：24．0大差 12．3�
815 フライトレーダー 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 高橋 裕 新冠 コスモヴューファーム B530± 02：26．1大差 313．6�
11 ヴァルカウス 牡3鹿 56 勝浦 正樹 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 486± 02：26．2� 219．4�
23 トーセンメテオ 牡3鹿 56 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 544 ―2：26．52 220．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，247，800円 複勝： 86，065，800円 枠連： 14，516，000円
馬連： 58，644，800円 馬単： 35，587，400円 ワイド： 41，011，900円
3連複： 79，946，500円 3連単： 126，322，000円 計： 471，342，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 220円 � 330円 枠 連（3－6） 290円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 300円 �� 540円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 5，260円

票 数

単勝票数 計 292478 的中 � 159055（1番人気）
複勝票数 計 860658 的中 � 582282（1番人気）� 40147（5番人気）� 22364（7番人気）
枠連票数 計 145160 的中 （3－6） 38159（1番人気）
馬連票数 計 586448 的中 �� 87847（1番人気）
馬単票数 計 355874 的中 �� 41283（1番人気）
ワイド票数 計 410119 的中 �� 39026（2番人気）�� 18948（6番人気）�� 6545（17番人気）
3連複票数 計 799465 的中 ��� 25151（9番人気）
3連単票数 計1263220 的中 ��� 17409（13番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―13．3―12．9―13．0―12．8―12．7―12．8―13．1―12．4―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．6―31．9―44．8―57．8―1：10．6―1：23．3―1：36．1―1：49．2―2：01．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギャラルホルン �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ブラックホーク デビュー 2017．12．23 中山3着

2015．3．13生 牡3鹿 母 ロッシェノワール 母母 メイプルシロップ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディナミーデン号・ロンサムジョージ号・スカルダイヤモンド号・ヴァルカウス号・トーセンメテオ号

は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月27日まで平地競走に出走できない。
フライトレーダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月27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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ホーリークロス号

第１回 東京競馬 第１日



03003 1月27日 晴 不良 （30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

815 プリンセスノンコ 牝3栗 54 C．ルメール 山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 458 ―1：39．5 2．6�
611 ブラックバローズ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 尾形 和幸 新ひだか タイヘイ牧場 508 ―1：40．67 2．7�
48 タイキメサイア 牡3栗 56 松岡 正海�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 498 ―1：40．92 21．9�
35 ジュンモユル 牡3鹿 56 北村 宏司河合 純二氏 尾関 知人 新冠 マリオステー

ブル 494 ―1：41．32� 14．3�
510 ジュールドミュゲ 牝3鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ― 〃 ハナ 5．4�
713 プリサイスプロミス 牡3栗 56 嶋田 純次阿部 善武氏 松山 将樹 浦河 桑田フアーム 520 ―1：41．51� 77．6	
714 ハウキュート 牝3栗 54 浜中 俊 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊川 正達 新ひだか 静内白井牧場 460 ―1：41．81	 29．2�
816 デルマグラッパ 牝3青鹿54 黛 弘人浅沼 廣幸氏 武井 亮 日高 ファニーヒルファーム 462 ― 〃 ハナ 71．0�
36 インブルーム 牝3青鹿54 石橋 脩田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 464 ― 〃 ハナ 81．6
23 ジョーカーワイルド 牡3鹿 56 西田雄一郎 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 522 ―1：43．29 118．7�
59 ガッテンイキオイ 牝3黒鹿54 二本柳 壮西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 430 ―1：43．83� 309．9�
12 
 シンティエンディー 牝3芦 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 加 Robert G.

Harvey 500 ―1：45．07 13．0�
612 アッチムイテホイ 牝3栗 54 柴田 善臣小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 460 ―1：45．74 64．9�
47 ハ ー ヴ ェ イ 牡3鹿 56 高野 和馬大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 460 ―1：46．12� 178．4�
11 ホクセンジョウオー 牝3黒鹿54 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 476 ―1：46．31� 28．7�
24 ラッシュラッシュ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗�槇本牧場 青木 孝文 日高 槇本牧場 472 ―1：46．4クビ 269．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，862，700円 複勝： 34，586，700円 枠連： 13，124，700円
馬連： 49，904，800円 馬単： 26，194，200円 ワイド： 32，058，900円
3連複： 62，615，500円 3連単： 83，180，700円 計： 330，528，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 130円 � 290円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 210円 �� 970円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 7，760円

票 数

単勝票数 計 288627 的中 � 86455（1番人気）
複勝票数 計 345867 的中 � 73125（2番人気）� 83242（1番人気）� 20515（6番人気）
枠連票数 計 131247 的中 （6－8） 26088（1番人気）
馬連票数 計 499048 的中 �� 97995（1番人気）
馬単票数 計 261942 的中 �� 26052（1番人気）
ワイド票数 計 320589 的中 �� 48144（1番人気）�� 7339（10番人気）�� 8982（9番人気）
3連複票数 計 626155 的中 ��� 19428（4番人気）
3連単票数 計 831807 的中 ��� 7764（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．1―36．1―48．2―1：01．1―1：13．9―1：26．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンセスノンコ �
�
父 Orb �

�
母父 Spring At Last 初出走

2015．2．28生 牝3栗 母 シーニーンガール 母母 Afternoon Krystal 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 ハーヴェイ号は，競走中に疾病〔両第3中手骨開放骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アッチムイテホイ号・ホクセンジョウオー号・ラッシュラッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成30年2月27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18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アサクサスポット号・アポロプリンセス号・アリアナフォンテン号・ヴェスティード号・コーズウェイベイ号・

ゴールデンライラ号・サンダルース号・サンマルスター号・シンカンゴッホ号・シンシアリティー号・
タイセイステラ号・トーセンアリエス号・ヒズライフ号・フクノブラッサム号・マサノアッレーグラ号・
ミラクルヒッター号・ラインアスコット号・ロジペルレスト号

03004 1月27日 晴 稍重 （30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

59 ギ ャ ラ ッ ド 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 474－ 42：29．8 2．3�
23 ブラックデビル 牡3鹿 56 松田 大作�KTレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 486－ 2 〃 ハナ 10．8�
713 ロードジパング 牡3栗 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 448－ 2 〃 クビ 17．4�
12 エピキュリアン �3鹿 56 西村 太一村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496＋ 22：30．01 6．9�
714 サ ノ サ ン 牡3黒鹿56 田辺 裕信佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 468－ 42：30．42� 5．5	
11 ハーツイグニション 牝3栗 54 柴山 雄一吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 448＋ 42：30．5クビ 46．8

48 エストスペリオル 牡3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 ハナ 4．6�
35 エレガントテソーロ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅了德寺健二氏 和田 雄二 安平 追分ファーム 424－ 22：30．71� 167．6�
816 ウインリベロ 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 22：31．12� 51．4
612 ドリームセオリー 牡3青鹿56 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 6 〃 ハナ 15．4�
47 コスモキリュウ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 22：31．2	 329．9�
24 マイネルシクザール 牡3黒鹿56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 浦河 有限会社
松田牧場 556＋102：31．62� 103．5�

36 ジ ョ ー カ ー 牝3芦 54 内田 博幸 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 444－ 42：32．45 416．6�
510 ラッキーチョウサン 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 532－14 〃 ハナ 252．2�
815 フィールザファラオ 牡3黒鹿56 津村 明秀櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 448± 02：33．14 277．6�
611 ハッシュレート 牡3黒鹿56 江田 照男田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 千葉飯田牧場 492－ 42：33．31� 402．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，825，100円 複勝： 49，405，000円 枠連： 14，982，600円
馬連： 62，457，300円 馬単： 32，803，000円 ワイド： 42，763，900円
3連複： 86，072，200円 3連単： 109，853，800円 計： 435，162，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 240円 � 330円 枠 連（2－5） 1，360円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 560円 �� 680円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 15，890円

票 数

単勝票数 計 368251 的中 � 125333（1番人気）
複勝票数 計 494050 的中 � 120750（1番人気）� 47478（5番人気）� 31365（7番人気）
枠連票数 計 149826 的中 （2－5） 8530（5番人気）
馬連票数 計 624573 的中 �� 32991（4番人気）
馬単票数 計 328030 的中 �� 11289（6番人気）
ワイド票数 計 427639 的中 �� 20532（4番人気）�� 16397（7番人気）�� 6622（20番人気）
3連複票数 計 860722 的中 ��� 14159（14番人気）
3連単票数 計1098538 的中 ��� 5010（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．8―37．6―50．5―1：03．3―1：16．2―1：28．9―1：41．7―1：54．2―2：05．9―2：17．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギ ャ ラ ッ ド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene デビュー 2017．10．29 東京3着

2015．4．30生 牡3鹿 母 ガ ヴ ィ オ ラ 母母 Forest Key 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 ギャラッド号の騎手C．ルメールは，決勝線手前で内側に斜行したことについて平成30年2月3日から平成30年2月11日まで

騎乗停止。（被害馬：3番）
※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 コスモグラトナス号



03005 1月27日 晴 稍重 （30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

59 シャドウアイランド 牝3鹿 54 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤沢 和雄 新ひだか 前川 正美 448＋141：49．0 2．1�
510 パイオニアバイオ 牝3鹿 54 石橋 脩バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 428－ 41：49．31� 7．0�
612 プリマドンナ 牝3黒鹿54 田辺 裕信近藤 英子氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 416－14 〃 アタマ 30．8�
713 レッドラフェスタ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎 �東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 新ひだか 乾 皆雄 444± 01：49．4� 6．7�
35 ダノンポピー 牝3栗 54 戸崎 圭太�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：49．5� 14．9�
714 パルクデラモール 牝3鹿 54 三浦 皇成�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 6 〃 ハナ 8．0	
24 リノワールド 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 420＋ 21：50．13� 36．5

815 ケイツーシリング 牝3鹿 54 柴田 大知楠本 勝美氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 420± 01：50．31� 236．9�
11 カ サ ー レ 牝3青鹿54 北村 宏司飯田 良枝氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 428＋ 41：50．4� 27．0�
611 アイワナシーユー 牝3鹿 54 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 396－ 6 〃 ハナ 6．2
816 ハービンマオ 牝3栗 54 松岡 正海森口�一郎氏 中舘 英二 登別 登別上水牧場 448－ 2 〃 クビ 27．5�
36 ヤマタケクッキー 牝3鹿 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 川端 正博 496＋ 21：50．5� 578．0�
48 ウェディングベール 牝3芦 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 448＋181：50．92� 219．0�
23 ウーマンレジェンド 牝3黒鹿54 吉田 隼人栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 480＋ 21：51．85 198．1�
12 フェイスマーク 牝3鹿 54 江田 照男吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 クビ 284．7�
47 ミサトエルザ 牝3栗 54 勝浦 正樹戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 432＋ 4 〃 アタマ 752．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，459，500円 複勝： 70，559，100円 枠連： 21，617，900円
馬連： 80，409，900円 馬単： 36，924，500円 ワイド： 54，085，900円
3連複： 99，848，100円 3連単： 131，579，300円 計： 547，484，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 170円 � 550円 枠 連（5－5） 670円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，040円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 12，960円

票 数

単勝票数 計 524595 的中 � 190875（1番人気）
複勝票数 計 705591 的中 � 206151（1番人気）� 103227（2番人気）� 21050（10番人気）
枠連票数 計 216179 的中 （5－5） 24876（3番人気）
馬連票数 計 804099 的中 �� 95132（1番人気）
馬単票数 計 369245 的中 �� 26272（1番人気）
ワイド票数 計 540859 的中 �� 56855（1番人気）�� 12370（14番人気）�� 7024（21番人気）
3連複票数 計 998481 的中 ��� 18320（12番人気）
3連単票数 計1315793 的中 ��� 7358（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．8―49．7―1：02．4―1：14．8―1：25．9―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

シャドウアイランド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Montjeu デビュー 2017．11．5 東京3着

2015．4．17生 牝3鹿 母 テメリアイランド 母母 Thelema 3戦1勝 賞金 8，800，000円

03006 1月27日 晴 不良 （30東京1）第1日 第6競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

510 プッシュアゲン 牡5栗 57
54 ▲武藤 雅浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 516± 01：24．1 4．3�

36 スズカゴーディー 牡4黒鹿56 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B486＋121：24．2� 6．9�
816 モンスターキング �5鹿 57 三浦 皇成林 正道氏 武井 亮 新冠 柏木 一則 480＋ 61：24．41� 5．9�
714	 チビノヴァルタン 牝5鹿 55 北村 宏司梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 446＋ 21：24．93 47．7�
713 スマートダイバー 牡7栗 57 丹内 祐次大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム B500＋10 〃 ハナ 104．1�
612	 プリンセスライン 牝4栗 54 武士沢友治加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 428－ 41：25．11� 225．1�
47 キングリッド 牡4鹿 56 戸崎 圭太吉田 安惠氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム 448± 0 〃 クビ 3．2	
35 スールキートス 牝6黒鹿55 津村 明秀
日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 502＋ 81：25．2クビ 11．9�
815	 ワンダフルボーラー 牡5鹿 57 蛯名 正義藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 494＋ 81：25．3
 105．1�
59 サーヒューストン 牡4栗 56 松岡 正海窪田 芳郎氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：25．93� 73．8
23 ハイアーヴォルト 牡6鹿 57 江田 照男伊東 純一氏 尾形 充弘 浦河 昭和牧場 498＋22 〃 クビ 92．9�
24 カシノアーニング 牡5鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 448＋ 21：26．85 502．8�
611 サ マ ニ ー �5青鹿 57

54 ▲野中悠太郎井上 一郎氏 伊藤 大士 様似 中脇 一幸 B492＋ 41：28．8大差 92．8�
12 	 リネンジェット 牡5青鹿57 大庭 和弥戸山 昌彦氏 南田美知雄 日高 前川 義則 528＋301：30．18 481．9�
11 サンマルバロン �6栗 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 478－ 21：30．3
 84．5�
48 	 ソルサリエンテ 牡4栗 56 柴山 雄一西森 鶴氏 清水 英克 新冠 オリエント牧場 492－ 61：31．57 4．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，438，700円 複勝： 49，330，000円 枠連： 17，792，600円
馬連： 72，903，900円 馬単： 32，530，300円 ワイド： 45，638，200円
3連複： 91，161，200円 3連単： 107，654，000円 計： 450，448，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 220円 � 170円 枠 連（3－5） 760円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 410円 �� 390円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 8，060円

票 数

単勝票数 計 334387 的中 � 61099（2番人気）
複勝票数 計 493300 的中 � 109128（1番人気）� 47522（6番人気）� 76312（3番人気）
枠連票数 計 177926 的中 （3－5） 18108（4番人気）
馬連票数 計 729039 的中 �� 54959（4番人気）
馬単票数 計 325303 的中 �� 12451（6番人気）
ワイド票数 計 456382 的中 �� 28615（4番人気）�� 30524（3番人気）�� 22781（7番人気）
3連複票数 計 911612 的中 ��� 49911（2番人気）
3連単票数 計1076540 的中 ��� 9678（12番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．0
3 11（14，15）（1，7，6，16）10（5，13）－（3，9，12）4－2＝8 4 ・（11，14）15（7，16）（1，6，10）（5，13）（3，12）9，4－2＝8

勝馬の
紹 介

プッシュアゲン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー 2016．1．11 中山6着

2013．3．21生 牡5栗 母 ストロングアゲン 母母 ブレシツドアゲン 20戦1勝 賞金 28，750，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンジェット号・サンマルバロン号・ソルサリエンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた
め，平成30年2月27日まで平地競走に出走できない。



03007 1月27日 晴 不良 （30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

712 ダンケシェーン 牡3栗 56 横山 典弘 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 470－ 81：37．4 7．3�
58 � ラムセスバローズ 牡3栗 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 木村 哲也 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

502＋ 4 〃 アタマ 3．3�
23 マリームーン 牝3栃栗 54

51 ▲野中悠太郎多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 458＋ 4 〃 アタマ 8．1�
815 シ ョ ー ム 牡3栗 56 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 484＋ 41：37．71� 2．1�
713 ロージズキング 牡3栗 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B500－ 6 〃 クビ 154．5�
47 エピックアン 牡3芦 56 田辺 裕信�TURFILS 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 498＋ 21：37．9	 58．3	
35 キャベンディッシュ 牡3栗 56 柴山 雄一本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 494－ 6 〃 クビ 196．3

59 � グレートシール 牡3黒鹿56 内田 博幸�山紫水明 中内田充正 米 Premier

Bloodstock 490± 01：38．85 31．3�
46 オデュッセイア 牝3栗 54 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 452－ 41：39．22� 218．9�
610 アメノムラクモ 牡3鹿 56 吉田 隼人高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 北島牧場 516＋ 61：39．3� 31．1
11 ミックベンハー 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅�キラット・ワン 畠山 吉宏 清水 リトルブルーファーム 482－ 21：39．51� 23．3�
22 ムルシェラゴ 牡3黒鹿56 松岡 正海�KTレーシング 奥村 武 浦河 高岸 順一 B524－ 21：39．6クビ 52．7�
611 ダイシンステルラ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444± 0 〃 アタマ 285．2�
814 コ ス タ ネ ラ 牝3栗 54 浜中 俊 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 442－ 61：39．81
 16．9�
34 ジュンパッション 牡3芦 56 大野 拓弥河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 464＋ 61：40．75 103．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 57，237，900円 複勝： 79，833，900円 枠連： 20，811，900円
馬連： 106，632，400円 馬単： 51，121，100円 ワイド： 67，946，500円
3連複： 144，662，100円 3連単： 184，331，700円 計： 712，577，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 170円 � 250円 枠 連（5－7） 1，300円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，030円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，690円 3 連 単 ��� 26，880円

票 数

単勝票数 計 572379 的中 � 62374（3番人気）
複勝票数 計 798339 的中 � 90078（3番人気）� 139306（2番人気）� 76634（4番人気）
枠連票数 計 208119 的中 （5－7） 12340（4番人気）
馬連票数 計1066324 的中 �� 65179（4番人気）
馬単票数 計 511211 的中 �� 13763（9番人気）
ワイド票数 計 679465 的中 �� 36892（5番人気）�� 16196（10番人気）�� 25829（7番人気）
3連複票数 計1446621 的中 ��� 23116（13番人気）
3連単票数 計1843317 的中 ��� 4971（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．2―47．7―1：00．7―1：13．4―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンケシェーン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．11．18 東京2着

2015．2．7生 牡3栗 母 ゼフィランサス 母母 モ ガ ミ ヒ メ 3戦2勝 賞金 15，000，000円

03008 1月27日 晴 不良 （30東京1）第1日 第8競走 ��
��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

612 ネイビーブルー 牡5鹿 57 C．ルメール 青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 506＋ 42：11．0 1．9�
815 ラテールプロミーズ 牡5青鹿57 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 B512＋ 42：11．1� 12．2�
47 バ レ ッ テ ィ 	4鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 512＋ 22：11．84 5．5�
48 デジタルフラッシュ 牡7栗 57 北村 宏司 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 490－ 22：12．11� 82．6�
24 クロノスタシス 牡5芦 57 内田 博幸 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 540＋202：12．2� 11．5	
714 エ オ リ ア 牝4鹿 54

51 ▲武藤 雅 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480± 0 〃 ハナ 11．4


59 アンプラグド 	7芦 57 戸崎 圭太 �いとはんホール
ディングス 大和田 成 千歳 社台ファーム 502＋ 22：12．41 38．7�

36 ダウンザライン 牡4芦 56 柴山 雄一�Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 B482± 02：12．61
 87．2�
23 コトブキホーク 牡4黒鹿56 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 484± 02：12．7� 15．5
816 シフォンカール 牝5芦 55

52 ▲野中悠太郎 �シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 450± 02：12．8� 245．8�
12 ビップレボルシオン 牡7鹿 57 大野 拓弥鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 524－ 4 〃 クビ 119．2�
35 ドラゴンカップ 牡5鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 448－ 42：13．22� 26．2�
11 マイネルビクトリー 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 508－ 22：13．3� 24．3�
611 セイカエドミザカ 牡5栗 57 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 488＋ 22：13．51
 119．9�
510 オメガドラクロワ 牡4青鹿56 石橋 脩原 子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 462－ 42：13．6� 12．4�
713 エムオーグリッタ 牡4鹿 56 勝浦 正樹大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 498± 02：15．210 143．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，433，800円 複勝： 85，501，600円 枠連： 22，951，900円
馬連： 102，970，600円 馬単： 51，304，100円 ワイド： 70，398，600円
3連複： 136，518，200円 3連単： 176，174，000円 計： 696，252，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 220円 � 130円 枠 連（6－8） 1，100円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 430円 �� 270円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 8，030円

票 数

単勝票数 計 504338 的中 � 207274（1番人気）
複勝票数 計 855016 的中 � 298668（1番人気）� 62377（3番人気）� 155505（2番人気）
枠連票数 計 229519 的中 （6－8） 16118（5番人気）
馬連票数 計1029706 的中 �� 76652（2番人気）
馬単票数 計 513041 的中 �� 25305（4番人気）
ワイド票数 計 703986 的中 �� 41651（2番人気）�� 74148（1番人気）�� 17703（11番人気）
3連複票数 計1365182 的中 ��� 47289（2番人気）
3連単票数 計1761740 的中 ��� 15905（7番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―19．0―31．8―44．4―57．3―1：10．3―1：22．7―1：35．0―1：46．8―1：58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3
13，14（10，16）（11，12）5（1，4，15）8（2，7，9）6，3
13（14，16，12）（10，6）（11，15）（5，4，9）（2，8）（1，7，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネイビーブルー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．8．29 札幌7着

2013．4．16生 牡5鹿 母 ホーマンピクシー 母母 タ イ ト ー ク 19戦4勝 賞金 50，975，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ディープオーパス号
（非抽選馬） 1頭 ケイツートール号



03009 1月27日 晴 不良 （30東京1）第1日 第9競走 ��
��1，400�

ぎんてい

銀蹄ステークス
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 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
1：21．5

不良
不良

612 スマートダンディー 牡4鹿 56 横山 典弘大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 492± 01：22．6 4．4�
510 イーグルフェザー 牡5鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 490± 01：23．02� 21．0�
12 タイセイエクレール 牡5鹿 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 522－ 2 〃 ハナ 11．0�
816 タイセイプレシャス 	6栗 57 吉田 隼人田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 474＋ 21：23．1� 34．0�
714 エ ニ グ マ 牡4鹿 56 柴田 善臣石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 498＋ 61：23．2� 12．8�
713 リッパーザウィン 牡6栗 57 三浦 皇成	ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 516－ 41：23．3クビ 112．3

24 プリサイスエース 牡7栗 57 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 516－ 2 〃 クビ 16．5�
59 クワドループル 牡6黒鹿57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋101：23．4クビ 314．9�
611 ラ ユ ロ ッ ト 牝4黒鹿54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 田中スタッド 502＋ 6 〃 クビ 1．9
48 ハルクンノテソーロ 牡4黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 新冠 長浜牧場 478＋ 21：23．61
 9．8�
23 オニノシタブル 牡7栗 57 柴田 大知青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B484＋ 21：24．02� 142．6�
35 シゲルコング 牡4鹿 56 武藤 雅森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 増本 良孝 B516＋ 41：24．42� 28．0�
36 ゴールドスーク 牡7栗 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B514＋101：24．5� 132．2�
11 ディープミタカ 牡7栗 57 津村 明秀深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 458－ 41：24．6� 218．6�
47 ガンサリュート 牡4黒鹿56 福永 祐一 �キャロットファーム 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 510＋ 21：24．7クビ 61．8�
815 ショウナンカサロ 牝6青鹿55 勝浦 正樹国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 472＋ 41：26．08 103．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，597，300円 複勝： 122，765，600円 枠連： 30，483，500円
馬連： 166，509，400円 馬単： 82，566，400円 ワイド： 96，693，300円
3連複： 218，622，600円 3連単： 326，890，300円 計： 1，110，128，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 240円 � 660円 � 280円 枠 連（5－6） 1，670円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 690円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 7，430円 3 連 単 ��� 36，570円

票 数

単勝票数 計 655973 的中 � 118067（2番人気）
複勝票数 計1227656 的中 � 149150（2番人気）� 41593（7番人気）� 119704（3番人気）
枠連票数 計 304835 的中 （5－6） 14090（8番人気）
馬連票数 計1665094 的中 �� 36949（13番人気）
馬単票数 計 825664 的中 �� 10906（20番人気）
ワイド票数 計 966933 的中 �� 21093（14番人気）�� 37300（6番人気）�� 11002（21番人気）
3連複票数 計2186226 的中 ��� 22052（26番人気）
3連単票数 計3268903 的中 ��� 6479（113番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．1―12．4―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．5―46．6―59．0―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 5－6－11（2，7，12）13（1，9，15）8（10，14）（4，16）3 4 5，6，11，12（2，7）13（1，9，15）（8，10，14）（4，16）3

勝馬の
紹 介

スマートダンディー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2017．2．11 京都2着

2014．5．18生 牡4鹿 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 9戦4勝 賞金 53，343，000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 チェリーサマー号・ペプチドウォヘッド号・メリートーン号

03010 1月27日 晴 稍重 （30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
1：19．6
1：19．0

良
良

44 � リョーノテソーロ 牡3鹿 56 吉田 隼人了德寺健二氏 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC 510＋ 61：22．3 15．2�

22 アンブロジオ 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446± 0 〃 クビ 3．6�

56 ムスコローソ 牡3栗 56 戸崎 圭太落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494－ 61：22．51	 5．2�
57 アイスフィヨルド 牡3芦 56 田辺 裕信佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 444＋ 61：22．6
 20．0�
33 マドモアゼル 牝3黒鹿54 松田 大作�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 442－ 81：22．81	 14．9	
710 ビ リ ー バ ー 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 446＋ 4 〃 ハナ 65．1

68 ミッキーワイルド 牡3鹿 56 福永 祐一野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490－ 61：23．01
 1．9�
69 ヒシコスマー 牡3黒鹿56 大野 拓弥阿部 雅英氏 清水 久詞 日高 厚賀古川牧場 476－ 21：23．1� 35．9�
813 シ キ シ マ 牡3鹿 56 内田 博幸井山 登氏 小桧山 悟 浦河 大柳ファーム 480－ 21：23．31
 194．1
711 キングキングキング 牡3黒鹿56 蛯名 正義嶋田 賢氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 478＋ 6 〃 ハナ 29．4�
11 ジェイエルスピード 牡3鹿 56 三浦 皇成橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 460－ 21：23．5� 166．6�
45 ア ー ヒ ラ 牝3芦 54 津村 明秀�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 426－ 4 〃 アタマ 514．8�
812 トキノメガミ 牝3栗 54 丹内 祐次時田 勝弘氏 小桧山 悟 浦河 中山牧場 450± 01：24．77 631．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 88，612，100円 複勝： 95，480，800円 枠連： 30，946，600円
馬連： 175，242，900円 馬単： 81，428，100円 ワイド： 92，089，200円
3連複： 211，568，400円 3連単： 341，721，800円 計： 1，117，089，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 320円 � 150円 � 170円 枠 連（2－4） 2，820円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，040円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 28，080円

票 数

単勝票数 計 886121 的中 � 46389（5番人気）
複勝票数 計 954808 的中 � 58542（6番人気）� 195770（2番人気）� 151988（3番人気）
枠連票数 計 309466 的中 （2－4） 8484（12番人気）
馬連票数 計1752429 的中 �� 49129（11番人気）
馬単票数 計 814281 的中 �� 8606（25番人気）
ワイド票数 計 920892 的中 �� 29845（7番人気）�� 21274（14番人気）�� 76992（3番人気）
3連複票数 計2115684 的中 ��� 44053（14番人気）
3連単票数 計3417218 的中 ��� 8820（96番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．0―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．6―47．6―59．1―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リョーノテソーロ �
�
父 Justin Phillip �

�
母父 Speightstown デビュー 2017．11．4 東京2着

2015．2．27生 牡3鹿 母 Town Belle 母母 Clearly a Queen 4戦3勝 賞金 34，280，000円



03011 1月27日 晴 稍重 （30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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

44 マイネルハニー 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 484＋ 21：59．0 5．2�

77 スズカデヴィアス 牡7黒鹿57 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 514－12 〃 アタマ 5．5�
33 マイネルサージュ 牡6鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞	湖 レイクヴィラファーム 500± 01：59．21
 35．2�
11 プラチナムバレット 牡4芦 56 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：59．3� 2．7�
89 テ オ ド ー ル 牡5鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 542－ 41：59．51
 3．2	
66 リ ア フ ァ ル 牡6鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 524± 02：00．03 12．3

55 レーヴミストラル 牡6鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494－12 〃 ハナ 14．7�
22 ピ ン ポ ン 牡8鹿 56 吉田 隼人小田切有一氏 寺島 良 新冠 大栄牧場 470± 02：00．42� 199．2�
78 トルークマクト 牡8鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 460－ 62：00．93 139．4
810 タガノヴェリテ �6鹿 56 横山 典弘八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋ 42：01．11
 56．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 128，348，900円 複勝： 121，869，400円 枠連： 40，918，800円
馬連： 303，731，400円 馬単： 141，261，600円 ワイド： 135，530，000円
3連複： 355，448，500円 3連単： 708，815，100円 計： 1，935，923，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 180円 � 560円 枠 連（4－7） 1，150円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，390円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 26，920円

票 数

単勝票数 計1283489 的中 � 197379（3番人気）
複勝票数 計1218694 的中 � 188747（4番人気）� 201192（3番人気）� 43230（7番人気）
枠連票数 計 409188 的中 （4－7） 27347（6番人気）
馬連票数 計3037314 的中 �� 211161（6番人気）
馬単票数 計1412616 的中 �� 47596（10番人気）
ワイド票数 計1355300 的中 �� 101162（6番人気）�� 23767（16番人気）�� 19430（20番人気）
3連複票数 計3554485 的中 ��� 40695（24番人気）
3連単票数 計7088151 的中 ��� 19085（99番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―11．5―11．7―12．2―12．3―11．9―11．4―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．5―36．0―47．7―59．9―1：12．2―1：24．1―1：35．5―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルハニー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ナリタブライアン デビュー 2015．11．15 東京1着

2013．5．10生 牡5鹿 母 ブライアンハニー 母母 ハスキーハニー 21戦5勝 賞金 184，682，000円

03012 1月27日 晴 稍重 （30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

47 � アーチキング 	5鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift
Farm, LLC 522＋ 61：35．2 2．4�

11 レーヌジャルダン 牝4鹿 54 大野 拓弥 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 446＋ 41：35．41 17．6�
35 � トリリオネア 牡4鹿 56 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 英 Darley 466± 0 〃 クビ 18．1�
48 バトルスピリッツ 牡4鹿 56 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 三石川上牧場 512－12 〃 クビ 3．2�
816 レッドルチア 牝4黒鹿54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 412－ 21：35．5
 11．4	
612 ナッツスター 牡5鹿 57 三浦 皇成早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 458－ 21：35．6� 91．1

24 オーダードリブン 牡5黒鹿57 勝浦 正樹 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 464＋ 61：36．02 11．0�
23 スターオービット 牡4栗 56 横山 典弘島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 484＋101：36．1� 18．5
815 タックボーイ 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 41：36．41� 38．9�
714 レ ロ ー ヴ 牝4鹿 54 田辺 裕信今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 クビ 11．6�
12 リボンドグレープス 牝5芦 55 石橋 脩木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 426＋ 4 〃 ハナ 272．8�
510� アストロブレーム 牡5鹿 57 北村 宏司木村 廣太氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 444－101：36．5クビ 291．8�
59 � ヴァイスジーニー 牡4芦 56

53 ▲野中悠太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 米

Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

518＋ 81：36．6� 38．2�
36 レッドミラベル 牝4芦 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 442＋ 41：37．23
 36．1�
611 ディアパヴォーネ 牝4黒鹿 54

51 ▲武藤 雅ディアレストクラブ� 二ノ宮敬宇 新冠 武田牧場 424＋101：37．84 357．2�
713� ゴールドミライ 牝5鹿 55 丹内 祐次 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 468－ 21：39．5大差 316．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，504，200円 複勝： 104，428，600円 枠連： 56，767，100円
馬連： 182，224，800円 馬単： 85，718，300円 ワイド： 119，462，300円
3連複： 265，508，700円 3連単： 385，187，600円 計： 1，280，801，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 390円 � 420円 枠 連（1－4） 1，650円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 4，280円

ワ イ ド �� 990円 �� 970円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 10，060円 3 連 単 ��� 41，090円

票 数

単勝票数 計 815042 的中 � 266148（1番人気）
複勝票数 計1044286 的中 � 255160（1番人気）� 57514（6番人気）� 51912（8番人気）
枠連票数 計 567671 的中 （1－4） 26629（6番人気）
馬連票数 計1822248 的中 �� 50207（12番人気）
馬単票数 計 857183 的中 �� 14986（11番人気）
ワイド票数 計1194623 的中 �� 31511（10番人気）�� 32093（8番人気）�� 10002（30番人気）
3連複票数 計2655087 的中 ��� 19793（36番人気）
3連単票数 計3851876 的中 ��� 6795（114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．9―48．2―1：00．5―1：12．0―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．7
3 ・（1，12，13）14（2，5，7）（4，6，9）8（16，15）3（10，11） 4 ・（1，12）（13，14）（2，5，7）9（4，6，8，15）（16，3）10，11

勝馬の
紹 介

�アーチキング �
�
父 Archarcharch �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2015．10．31 東京2着

2013．3．9生 	5鹿 母 Profitability 母母 Lucrative 11戦3勝 賞金 29，498，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドミライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月27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） 1頭 グリニッチヴィレジ号
（非抽選馬） 2頭 フィールザサンダー号・メルドオール号



（30東京1）第1日 1月27日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 182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
5，180，000円
18，110，000円
1，190，000円
25，190，000円
71，318，000円
4，706，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
679，118，800円
942，108，500円
300，087，400円
1，421，281，100円
683，923，500円
836，001，200円
1，835，763，700円
2，777，473，500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 9，475，757，700円

総入場人員 20，934名 （有料入場人員 19，759名）
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