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０３００１ １月２９日 晴 良 （２３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

８１６ ド ナ リ サ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４６２± ０１：２８．７ ４．３�

３５ エイコオウイング 牝３鹿 ５４ 北村 宏司木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４５２± ０１：２９．１２� ４．０�
３６ クラウディア 牝３黒鹿５４ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４４２＋ ２１：２９．７３� １５．５�
４７ キョカキョク 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 浦新牧場 ４３４＋ ６１：３０．１２� １６６．５�
４８ ウインドワード 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝インターナシヨナル

ホース� 浅野洋一郎 日高 インターナショ
ナル牧場 ４２０＋ ４１：３０．３１� １２．５�

１２ セクシイスイート 牝３鹿 ５４ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５１６－ ４ 〃 アタマ １４．８�
６１２ コウヨウロイヤル 牝３栗 ５４ 松岡 正海寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４５０－ ２ 〃 アタマ １５．２	
５１０ コスモアイボリー 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 
ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 荒谷 英俊 B４６４＋ ８１：３０．４� １７．３�
２３ ハ ロ ー タ マ 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス ニットー商事� 菊川 正達 新冠 斉藤 安行 ４４２＋ ４１：３０．５クビ ４．４�

（仏）

７１３ アップルポテト 牝３栗 ５４ 的場 勇人上野 直樹氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 ４１６－ ８１：３０．６� ３１５．６
８１５ クリノマドンナ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 山野牧場 ４４８＋１０１：３０．８１� ３８５．３�
１１ ジョープラチネラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 ４４２－ ２１：３０．９� ８１．５�
５９ エアアヴリル 牝３栗 ５４ 田中 勝春 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６０＋ ４１：３１．０� ６．２�
２４ アブラカタブラ 牝３栗 ５４ 柴田 大知
ミルファーム 斎藤 誠 浦河 福岡 光夫 ４５０－ ８１：３１．１� ５０．４�
７１４ ダイメイロード 牝３鹿 ５４ 江田 照男桐谷 茂氏 中野 栄治 日高 横井 哲 ４４４－ １ 〃 アタマ １５０．５�
６１１ リネンアリュール 牝３栗 ５４ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４４８± ０１：３１．５２� ３１８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２５５，０００円 複勝： ３３，６８８，９００円 枠連： １４，０４３，８００円

普通馬連： ５５，８７３，８００円 馬単： ３４，７１２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４３４，３００円

３連複： ６９，８４１，５００円 ３連単： １０２，０４３，５００円 計： ３４７，８９２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ５３０円 枠 連（３－８） ７２０円

普通馬連 �� ９１０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １，４１０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ５，９１０円 ３ 連 単 ��� ２６，７２０円

票 数

単勝票数 計 １５２５５０ 的中 � ２８２７６（２番人気）
複勝票数 計 ３３６８８９ 的中 � ６５４０６（２番人気）� ５９８１４（３番人気）� １２１９１（９番人気）
枠連票数 計 １４０４３８ 的中 （３－８） １４５５５（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５８７３８ 的中 �� ４５４２１（１番人気）
馬単票数 計 ３４７１２０ 的中 �� １３５１２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４３４３ 的中 �� １８０９３（１番人気）�� ３６６４（２１番人気）�� ３９３７（１９番人気）
３連複票数 計 ６９８４１５ 的中 ��� ８７２３（１７番人気）
３連単票数 計１０２０４３５ 的中 ��� ２８１９（６９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１３．１―１３．７―１３．０―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．４―３７．５―５１．２―１：０４．２―１：１６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ナ リ サ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．１０．１６ 東京３着

２００８．５．４生 牝３鹿 母 シャトーサファイア 母母 コロラドブルー ４戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ミルキーマム号
※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。

０３００２ １月２９日 晴 良 （２３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

８１５ グランマルシェ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ５０８－ ４２：１８．６ ２．９�

２３ サトノスナイパー 牡３芦 ５６ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ５２４－１４ 〃 クビ １９．８�
７１４ エルヴィスバローズ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４７４－ ６２：１８．９２ ２．８�
６１１ ストロングシリウス 牡３栗 ５６ 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B４９４－ ２２：１９．１１� １２．４�
１２ ティアップブレイズ 牡３鹿 ５６ 江田 照男田中 昇氏 高木 登 新ひだか 三木田 頼嗣 ５２０± ０２：１９．２クビ １８．９�
６１２ フォンテーヌブロー 牡３黒鹿５６ A．クラストゥス 村野 康司氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B５１４－ ４ 〃 アタマ ８６．５�

（仏）

１１ マイネルマルゴー 牡３栗 ５６ F．ベリー 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 池田 新田牧場 ４９０＋１２２：１９．３� １３．６


（愛）

５１０ ウォーターデューク 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 ４４２－１０２：１９．４� ４．８�
３６ タンペラマン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－ ６２：２０．０３� ４３．４�
３５ ミラクルレインボー 牡３栗 ５６ 石橋 脩臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 ４９２＋ ２ 〃 アタマ ２８．７
４８ フライハイエスト 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ５１０± ０２：２０．２１� ２３４．７�
２４ マ サ デ パ ン 牡３黒鹿５６ 的場 勇人加藤 信之氏 伊藤 大士 浦河 津島 優治 ４８４＋ ８ 〃 ハナ ２１０．２�
４７ フジマサエンパイア 牡３栗 ５６ 武士沢友治藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 藤原牧場 B４７２＋ ４２：２０．７３ ４１４．８�
８１６ マッコウクジラ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５６２－ ４２：２０．８� ２７９．９�
７１３ ブラウンスキー 牡３鹿 ５６ 柴田 大知キャピタルクラブ 秋山 雅一 新冠 田鎖牧場 ４９２＋ ４２：２０．９� ５５５．３�
５９ アオテアロア 牡３芦 ５６ 石神 深一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４９２＋１２２：２１．８５ ６６０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６８４，８００円 複勝： ３０，２９２，７００円 枠連： １６，１２０，９００円

普通馬連： ５３，１１１，１００円 馬単： ３５，５６０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４４１，２００円

３連複： ６５，４１０，４００円 ３連単： １０５，０００，９００円 計： ３４４，６２２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ３７０円 � １３０円 枠 連（２－８） ４，２１０円

普通馬連 �� ４，１５０円 馬 単 �� ５，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� １９０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ２，６９０円 ３ 連 単 ��� ２２，７４０円

票 数

単勝票数 計 １７６８４８ 的中 � ４８９９５（２番人気）
複勝票数 計 ３０２９２７ 的中 � ６６１４８（２番人気）� １４１１３（８番人気）� ７５７０９（１番人気）
枠連票数 計 １６１２０９ 的中 （２－８） ２８２７（１６番人気）
普通馬連票数 計 ５３１１１１ 的中 �� ９４５５（１６番人気）
馬単票数 計 ３５５６０７ 的中 �� ４９６９（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４４１２ 的中 �� ４３０９（１５番人気）�� ３７２０４（１番人気）�� ４７６９（１４番人気）
３連複票数 計 ６５４１０４ 的中 ��� １７９６５（８番人気）
３連単票数 計１０５０００９ 的中 ��� ３４０９（７０番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．５―１３．４―１３．７―１３．７―１３．９―１３．８―１３．３―１２．８―１２．５―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．８―１８．３―３１．７―４５．４―５９．１―１：１３．０―１：２６．８―１：４０．１―１：５２．９―２：０５．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランマルシェ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．１．１０ 中山２着

２００８．５．８生 牡３鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ ２戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔制裁〕 グランマルシェ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１４番への進路

影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 ウインイマジン号・オメガオンリーユー号・グラッドフォンテン号・ダーバンシチー号・ヒールゼアハーツ号・

ベストオブケン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回　東京競馬　第１日



０３００３ １月２９日 晴 良 （２３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 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５１０ ベルモントメジャー 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス �ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント
ファーム ５２２ ―１：４１．２ ７．３�

（仏）

４８ ベルモントキーラ 牝３青鹿５４ 吉田 隼人 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント
ファーム ４７０ ―１：４１．３� １１．１�

１２ ノアパステル 牝３鹿 ５４ 村田 一誠佐山 公男氏 高木 登 浦河 秋場牧場 ４４８ ―１：４１．６２ １１．８�
３６ ラヴァリーデファー 牡３栗 ５６ 田中 勝春村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 ヒダカフアーム ５０２ ―１：４１．７� ２．６�
６１１ ラッキーゾーン 牡３鹿 ５６ F．ベリー 島田 久氏 小西 一男 むかわ 桑原牧場 ４６０ ―１：４１．９１� ７３．１�

（愛）

４７ コーンビスティー 牡３栗 ５６ 内田 博幸備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム ４７６ ―１：４２．０クビ ４．７�
７１３ キングオブサンダー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム ４６６ ―１：４２．４２� ５０．６	
６１２ ベルモントエデン 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優 �ベルモントファーム 和田正一郎 新冠 ベルモント
ファーム ５７０ ―１：４２．５� １３３．９


１１ キャンドルロード 牝３栗 ５４ 武 幸四郎島田 久氏 柴崎 勇 新ひだか 沖田 忠幸 ４６８ ―１：４２．６クビ ３５．２�
２３ クレバーユーミン 牝３鹿 ５４ 木幡 初広田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４３２ ―１：４２．８１� １０２．３
３５ アグネスグローリー 牡３栗 ５６ 三浦 皇成渡辺 孝男氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：４２．９� １６．５�
８１５ キョウエイプラウド 牡３鹿 ５６ 江田 照男田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ５００ ―１：４３．１１� １２．３�
５９ サファリトップガン 牡３栗 ５６ 石神 深一熊久保勅夫氏 佐藤 吉勝 日高 厚賀古川牧場 ４４８ ―１：４４．０５ １０２．８�
２４ アランフェスナイト 牡３栗 ５６ 北村 宏司大森 悌次氏 勢司 和浩 浦河 鮫川 啓一 ５２０ ―１：４４．２１� １１．７�
７１４ サ ン ザ シ 牝３芦 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 松永 康利 日高 法理牧場 ４６２ ―１：４４．３� ４４．４�
８１６ ファルファローネ 牡３青鹿５６ 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 �渡 信義 ４８８ ―１：４５．４７ ９８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，０５０，３００円 複勝： ２４，９５７，２００円 枠連： １６，８９１，６００円

普通馬連： ４４，４７０，０００円 馬単： ２８，８５６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６８３，７００円

３連複： ５２，６８０，２００円 ３連単： ７８，４３４，７００円 計： ２７８，０２４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２６０円 � ３４０円 � ４００円 枠 連（４－５） １，３６０円

普通馬連 �� ４，０００円 馬 単 �� ７，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� １，５６０円 �� １，６１０円

３ 連 複 ��� １３，９３０円 ３ 連 単 ��� ６９，１６０円

票 数

単勝票数 計 １４０５０３ 的中 � １５１７３（３番人気）
複勝票数 計 ２４９５７２ 的中 � ２８０６９（３番人気）� １９１７８（５番人気）� １５４９３（６番人気）
枠連票数 計 １６８９１６ 的中 （４－５） ９２１０（６番人気）
普通馬連票数 計 ４４４７００ 的中 �� ８２２１（１４番人気）
馬単票数 計 ２８８５６３ 的中 �� ２７５６（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６８３７ 的中 �� ３９６６（１２番人気）�� ２７８８（１９番人気）�� ２６８９（２１番人気）
３連複票数 計 ５２６８０２ 的中 ��� ２７９１（４５番人気）
３連単票数 計 ７８４３４７ 的中 ��� ８３７（２１４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１２．０―１３．２―１３．７―１３．０―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．６―３５．６―４８．８―１：０２．５―１：１５．５―１：２８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．４―３F３８．７
３ ・（８，１０）（７，１１，１５）１６（２，１２）－（１，１４）－（３，５）４，１３－６，９ ４ ８（１０，１５）（７，１１）１６（２，１２）１（１４，５）（３，６）４（１３，９）

勝馬の
紹 介

ベルモントメジャー �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

２００８．５．５生 牡３鹿 母 ベルモントオスカー 母母 エスケイチャーミイ １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アポロルエラ号・カワキタロイ号・サイウン号・ジャガンナート号・ジャパンラプソディ号・ニシノシトラス号・

ハイタッチレディ号・パクサ号・パンジャ号・メジロアザミ号・ワスカラン号
※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。

０３００４ １月２９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

６１０ メジロラフィキ �６鹿 ６０ 五十嵐雄祐�メジロ牧場 菅原 泰夫 洞爺 メジロ牧場 ４９２＋ ６３：２１．７ ４．０�

３３ ヴェルトマイスター 牡７鹿 ６０ 横山 義行 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５１０＋ ６３：２１．８� ３．０�
３４ ショウナンサミット 牡５栗 ６０ 江田 勇亮国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋ ２３：２２．９７ ３．７�
６９ ティンバーウルフ 牡４栗 ５９ 平沢 健治大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム ４３０＋１０３：２３．０クビ ３７．７�
４５ サーストンムーン 牡４鹿 ５９ 柴田 未崎齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４８２－ ２３：２４．８大差 ２１．８�
７１２ トーセンファルコン 牡４青 ５９ 石神 深一島川 �哉氏 中島 敏文 新ひだか 岡田スタツド ５０８＋１０３：２６．９大差 ４２．５	
８１３� ブロックバスター �６黒鹿６０ 穂苅 寿彦前田 幸治氏 尾関 知人 三石 土居 忠吉 ４９４＋１０３：２８．８大差 １７．０

４６ ヤマニンプレアデス 牡８鹿 ６０ 柴田 大知土井 肇氏 佐藤 吉勝 新冠 錦岡牧場 ５１０＋２０３：２９．１２ １１．９�
２２ ダイワシュガー 牝４黒鹿５７ 金子 光希大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４２４± ０３：２９．３１ ５３．６�
８１４ シャイニーグルーム 牡４黒鹿５９ 高野 和馬小林 昌志氏 和田 正道 新ひだか カタオカフアーム ４６８＋２１３：２９．８３ ８０．７
１１ � モエレポールスター 牝４青鹿５７ 浜野谷憲尚三枝 栄二氏 星野 忍 新ひだか 中村 和夫 ４６４－ ６３：３０．０� １４．９�
５８ サ ヤ ン ク ー 牝４鹿 ５７ 水出 大介加藤 信之氏 境 征勝 浦河 斉藤 政志 ５１２＋１２３：３０．６３� ５５．５�
７１１ キングオブロマネ �７黒鹿６０ 宗像 徹嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ５１４＋２２ 〃 クビ ２５．８�
５７ � エイトスター �６鹿 ６０ 池崎 祐介玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 元道牧場 ５３０＋ ６３：３１．８７ １３８．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，４３８，９００円 複勝： １４，０３４，６００円 枠連： １５，６２３，４００円

普通馬連： ３６，７１９，９００円 馬単： ２５，５４０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，１４１，１００円

３連複： ４７，０２２，４００円 ３連単： ７４，７７６，９００円 計： ２４０，２９７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（３－６） ３６０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ３４０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ７００円 ３ 連 単 ��� ３，７１０円

票 数

単勝票数 計 １１４３８９ 的中 � ２２６０２（３番人気）
複勝票数 計 １４０３４６ 的中 � ２１０１１（３番人気）� ２８１０１（２番人気）� ２９６６２（１番人気）
枠連票数 計 １５６２３４ 的中 （３－６） ３２２４０（１番人気）
普通馬連票数 計 ３６７１９９ 的中 �� ３４７２７（３番人気）
馬単票数 計 ２５５４０３ 的中 �� １１７９０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５１４１１ 的中 �� １１２６７（２番人気）�� １０１８５（３番人気）�� ２１９４２（１番人気）
３連複票数 計 ４７０２２４ 的中 ��� ４９９０８（１番人気）
３連単票数 計 ７４７７６９ 的中 ��� １４９０８（３番人気）

上り １マイル １：４８．８ ４F ５３．６－３F ４０．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロラフィキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．２．１７ 京都３着

２００５．５．１生 �６鹿 母 カ ン パ ナ 母母 Two Rings 障害：１戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔発走状況〕 モエレポールスター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



０３００５ １月２９日 晴 良 （２３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

５１０ デウスウルト 牡３黒鹿５６ F．ベリー 吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２１：３５．６ １．９�
（愛）

４８ リ ン ゴ ッ ト 牡３栗 ５６ 松岡 正海吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５２４＋ ４１：３５．８１� ４．２�
２３ エーブライジン 牡３青鹿５６ 吉田 豊 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新冠 森 牧場 ４５２＋ ８１：３５．９� ９９．９�
３６ バウンシーチューン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４２２＋ ２１：３６．１１� ４１．８�
１１ オペラフォンテン 牝３栗 ５４ 北村 宏司吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ４５０－ ６ 〃 クビ １２０．０�
１２ レッドジョーカー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ５２２＋ ２１：３６．２クビ ６．０�
２４ マツマエザクラ 牝３青鹿５４ A．クラストゥス 鳴海 芳明氏 清水 英克 新冠 森 牧場 ４５２± ０１：３６．４１� ２６．１	

（仏）

６１１ ダイワコルツ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５０－ ８１：３６．５� １２．４

５９ ケイアイカミカゼ 牡３栗 ５６ 石橋 脩 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 村上牧場 ５０２－ ６１：３６．７１� ２７．８�
３５ アーバンアスリート 牡３黒鹿５６ 木幡 初広西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ ４７．４�
４７ ローレルソラン 牡３鹿 ５６ 武 英智 �ローレルレーシング 河野 通文 新冠 渡 信義 ４３２＋ ４１：３７．０２ ２２．７�
７１３ アドマイヤアキーダ 牝３青鹿５４ 吉田 隼人近藤 利一氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８± ０ 〃 ハナ １９１．５�
６１２ ボンジュールリュウ 牡３栗 ５６ 田中 勝春田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 武田 修一 ４５４＋ ２１：３７．１� ２９．１�
８１６ ラブミーダン 牝３黒鹿５４ 横山 典弘小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 林 孝輝 ４６０＋ ４１：３７．２� ５７．０�
７１４ ファストコンタクト 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一�酒井牧場 斎藤 誠 浦河 酒井牧場 ４２０± ０１：３７．７３ ５３９．３�
８１５ エメラルストーン 牝３栗 ５４ 的場 勇人高橋 勉氏 松永 康利 浦河 猿橋 義昭 ４５２－ ２１：３７．９１� ２４８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７３１，８００円 複勝： ５０，６１３，５００円 枠連： １７，７３９，４００円

普通馬連： ７１，７６９，０００円 馬単： ４８，０８０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，７８２，３００円

３連複： ８０，１８８，４００円 ３連単： １３９，８１２，２００円 計： ４６３，７１６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １，５６０円 枠 連（４－５） ３１０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� １，５５０円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� ７，５１０円 ３ 連 単 ��� １７，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２５７３１８ 的中 � １０８８１７（１番人気）
複勝票数 計 ５０６１３５ 的中 � １８６２６２（１番人気）� ９９４９３（２番人気）� ４１５３（１３番人気）
枠連票数 計 １７７３９４ 的中 （４－５） ４２７４９（１番人気）
普通馬連票数 計 ７１７６９０ 的中 �� １４９５０６（１番人気）
馬単票数 計 ４８０８０１ 的中 �� ５８９９０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９７８２３ 的中 �� ５３７５０（１番人気）�� ３９７３（１８番人気）�� ２７３９（２４番人気）
３連複票数 計 ８０１８８４ 的中 ��� ７８８２（２４番人気）
３連単票数 計１３９８１２２ 的中 ��� ５７４９（４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．２―３６．６―４８．８―１：０１．０―１：１２．４―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デウスウルト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．２５ 阪神２着

２００８．４．２生 牡３黒鹿 母 バプティスタ 母母 ビ ー バ ッ プ ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔制裁〕 アーバンアスリート号の騎手木幡初広は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１３番・７番・１５

番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ホマレエイカン号・レッドストラーダ号
（非抽選馬） ３頭 ダイワアーク号・メジロボンテン号・ヤマニンリップル号
※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。

０３００６ １月２９日 晴 良 （２３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 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

５１０ サクラゴスペル 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 ４８８ ―１：２３．６ ３．０�

８１６ ラヴァーズキッス 牝３栗 ５４ 高橋 智大 �キャロットファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：２３．８１ ２６．３�
４８ ラントゥザリード 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４０６ ―１：２４．１１� １１．０�
１１ ローレルキングダム 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 ４６８ ― 〃 クビ ５．１�
８１５ グジョウハチマン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４６０ ―１：２４．６３ ３．３�
６１１ タケデンレッド 牝３鹿 ５４ 武士沢友治武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４８２ ―１：２４．７� ２２．８	
３５ トーセンルクリア 牝３栗 ５４ 吉田 豊島川 
哉氏 鈴木 康弘 日高 田端牧場 ４２６ ― 〃 クビ ４４．９�
２４ ナイキトリック 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 小野 誠治氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２ ―１：２４．８� ８．１�
（仏）

２３ ディアインビクタス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�樽さゆり氏 高橋 裕 様似 澤井 義一 ４７０ ―１：２５．５４ ５５．０
７１３ ラララトゥモロー 牝３栗 ５４ 的場 勇人��昭牧場 和田正一郎 浦河 高昭牧場 ４１２ ― 〃 ハナ ２１１．０�
６１２ アイチャレンジ 牝３鹿 ５４ 宗像 徹石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 広田牧場 ４０６ ―１：２５．６� ７３．４�
３６ スナオニアイシテ 牝３栗 ５４ 穂苅 寿彦��昭牧場 新開 幸一 浦河 高昭牧場 ４１２ ―１：２５．８１� ５７．２�
１２ スカイヴィクトリー 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人 �スカイツリーレーシング 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド ４１０ ―１：２６．３３ ３６０．０�
５９ セラミックレディー 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４１０ ―１：２６．６１� ２６．６�
４７ アバンチュール 牝３黒鹿５４ 岩部 純二平岡 茂樹氏 田島 俊明 浦河 大野牧場 ４６６ ―１：２７．８７ ３１５．４�
７１４ サクセスブリンク 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 福岡 清 ４５６ ―１：３６．０大差 ２６０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，０５１，５００円 複勝： ２６，９２７，２００円 枠連： １５，９０９，４００円

普通馬連： ５２，８５９，８００円 馬単： ３６，１６２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１９７，４００円

３連複： ５８，８９７，１００円 ３連単： ９５，６６３，３００円 計： ３２６，６６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ５２０円 � ３４０円 枠 連（５－８） ４１０円

普通馬連 �� ４，９４０円 馬 単 �� ６，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１１０円 �� ６７０円 �� ３，０７０円

３ 連 複 ��� １２，８７０円 ３ 連 単 ��� ６９，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２００５１５ 的中 � ５３９８９（１番人気）
複勝票数 計 ２６９２７２ 的中 � ６５９７２（１番人気）� １０６４１（８番人気）� １８３７１（５番人気）
枠連票数 計 １５９０９４ 的中 （５－８） ２９１７０（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２８５９８ 的中 �� ７９０２（１６番人気）
馬単票数 計 ３６１６２４ 的中 �� ４３７６（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１９７４ 的中 �� ４４６９（１１番人気）�� ７７８５（６番人気）�� １５４９（３１番人気）
３連複票数 計 ５８８９７１ 的中 ��� ３３７８（３８番人気）
３連単票数 計 ９５６６３３ 的中 ��� １０１６（１９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３６．１―４８．９―１：００．９―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

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 初出走

２００８．４．４生 牡３黒鹿 母 サクラブルース 母母 スループリンセス １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクセスブリンク号は，平成２３年２月２８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２１頭 ウイニングティアラ号・オービーレディー号・キャラウェイ号・キョウエイショウリ号・ダイヤピアス号・

デルマラートリー号・ドガ号・トーセンファミリア号・ナスハヤブサ号・ニシノラメール号・バタフライ号・
ビーラヴリー号・フレンチミシル号・ブロンクステイル号・ブートジョロキア号・ベルモントメッシ号・
ユキノアイオロス号・ヨアケノミュー号・ラブサッキー号・リッシュビスティー号・レッドディーヴァ号

※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２９日 晴 良 （２３東京１）第１日 第７競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

８１５ スノードラゴン 牡３芦 ５６ 吉田 隼人岡田 将一氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ５００± ０１：２６．７ １．５�

４７ コスモケンジ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ４８４± ０１：２７．２３ ６．８�
１２ コ ン ノ ー ト 牡３鹿 ５６ 内田 博幸浜野順之助氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ２１：２７．３� １５．７�
５１０ フラワーロック 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス �酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４６８－ ４１：２７．４� １２．６�

（仏）

７１３ ニシノゲイナー 牡３鹿 ５６ F．ベリー 西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４５０－ ６ 〃 クビ １１．９�
（愛）

４８ ホーマンルッツ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４４２－ ８ 〃 アタマ ２７．０�
５９ コ ア ヨ カ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４７４－ ２１：２８．０３� ２３．７	
６１１ トウカイシャンテ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊内村 正則氏 田村 康仁 浦河 帰山 清貴 ４６２＋ ２１：２８．１� ２５．９

６１２ スマイルダンサー 牝３鹿 ５４ 的場 勇人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ ２６６．４�
３６ � コーリンハッピー 牝３芦 ５４

５１ ▲菅原 隆一伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 ４７６＋ ２１：２８．２クビ ４０８．２�
７１４ ランパスインベガス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８６＋１０ 〃 クビ １８．２
１１ エンジンゼンカイ 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５８－ ６ 〃 ハナ １５４．５�
２３ グリーンファイヤー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘西村 專次氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 ４７６－ ４１：２８．３クビ ５０．９�
２４ � ド キ ド キ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠中村 祐子氏 田中 清隆 新ひだか ケイアイファーム ４７６＋ ６１：２８．４� ５４１．２�
８１６ モ リ ト ラ ヴ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 新冠 小松 隆弘 ４５４＋ １１：２８．５� ２８２．０�
３５ モンサンアポロ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春山下 新一氏 岩戸 孝樹 新冠 中村農場 ４５２－ ４１：２９．１３� １０４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，１３２，９００円 複勝： ５５，６６６，８００円 枠連： ２１，２６７，６００円

普通馬連： ８７，０４０，１００円 馬単： ５８，３５７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，３４６，８００円

３連複： ９４，９５６，０００円 ３連単： １７３，０２２，２００円 計： ５５８，７８９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ３００円 枠 連（４－８） ４４０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ４４０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 ��� ４，７７０円

票 数

単勝票数 計 ３４１３２９ 的中 � １８０５９２（１番人気）
複勝票数 計 ５５６６６８ 的中 � ２１７５３５（１番人気）� ９０８１２（２番人気）� ２９１２８（５番人気）
枠連票数 計 ２１２６７６ 的中 （４－８） ３６４８８（１番人気）
普通馬連票数 計 ８７０４０１ 的中 �� １１２１７０（１番人気）
馬単票数 計 ５８３５７３ 的中 �� ５８３７５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４３４６８ 的中 �� ３８８９２（１番人気）�� １８８１３（４番人気）�� ８８７２（１０番人気）
３連複票数 計 ９４９５６０ 的中 ��� ３６７０１（３番人気）
３連単票数 計１７３０２２２ 的中 ��� ２６８２４（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．４―１２．６―１２．４―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．１―３６．５―４９．１―１：０１．５―１：１３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スノードラゴン �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー ２０１０．８．２８ 新潟２着

２００８．４．６生 牡３芦 母 マイネカプリース 母母 ダイナカプリ ５戦２勝 賞金 １８，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ケイアイカイト号・ラッシュウインド号・リュウシンヒーロー号
※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２９日 晴 良 （２３東京１）第１日 第８競走 ��１，８００�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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

７１３ アースステップ 牡４鹿 ５６ 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 ５２０－ ６１：４７．９ ４．１�

３５ ショウナンアルディ 牡５栗 ５７ A．クラストゥス 国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４７２－ ６ 〃 クビ ３２．５�
（仏）

４８ トレノユーボウ �４黒鹿５６ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４９８＋ ２１：４８．０クビ ２１．３�
５１０ ディアブラスト 牡４黒鹿５６ 石橋 脩ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８２＋ ４ 〃 ハナ ５８．８�
８１５ モ ン テ エ ン 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 ４８０＋ ２１：４８．１� ７．９�
７１４ ゼロチョウサン 牡４鹿 ５６ 松岡 正海長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４５２＋１０１：４８．２� １２．２�
５９ ケ イ バ ズ キ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４４８＋１６ 〃 ハナ ４０．８�
６１１ マイネルドルチェ 牡４栗 ５６ 柴山 雄一 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 川島牧場 B４７４＋１２ 〃 クビ ４８．０

２４ スペースアーク 牡４鹿 ５６ F．ベリー 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９４－ ４１：４８．３クビ ７．７�

（愛）

６１２� クラレットジュエル 牝５栗 ５５ 武士沢友治 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４７２－１２１：４８．４� ３１４．４
１１ ブレーブビスティー 牡５黒鹿５７ 内田 博幸備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 ４９０＋ ２１：４８．５� ２．１�
３６ ディアコトミ 牝４鹿 ５４ 伊藤 直人ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４５０＋ ８１：４８．６� ３３５．０�
１２ ナンヨーストロング �４鹿 ５６ 三浦 皇成中村 �也氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７６－１４ 〃 ハナ ５１．２�
８１６ ビューティファイン 牝５栗 ５５ 吉田 隼人阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４８８－ ６１：４８．８１� ９８．４�
２３ シュンドルゴナ 牝５青 ５５ 的場 勇人	グリーンテック柴田 政人 安平 	橋本牧場 ４５８＋ ４１：４９．２２� ５１２．６�
４７ キングスチャペル 牡５鹿 ５７

５４ ▲平野 優渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：４９．３� ４５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，２０４，４００円 複勝： ４８，５８６，８００円 枠連： ２２，８４６，６００円

普通馬連： ９３，５４０，９００円 馬単： ５６，４８５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，８８０，３００円

３連複： １０３，６５４，５００円 ３連単： １７５，０４７，６００円 計： ５６３，２４６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � ５８０円 � ５６０円 枠 連（３－７） ４，３２０円

普通馬連 �� ６，１３０円 馬 単 �� ９，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６９０円 �� １，６２０円 �� ６，８３０円

３ 連 複 ��� ３０，３１０円 ３ 連 単 ��� １４１，５００円

票 数

単勝票数 計 ２９２０４４ 的中 � ５６９４１（２番人気）
複勝票数 計 ４８５８６８ 的中 � ９８６００（２番人気）� １８８６７（７番人気）� １９４７４（６番人気）
枠連票数 計 ２２８４６６ 的中 （３－７） ３９１１（１４番人気）
普通馬連票数 計 ９３５４０９ 的中 �� １１２７９（１９番人気）
馬単票数 計 ５６４８５４ 的中 �� ４４８８（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３８８０３ 的中 �� ５０００（１８番人気）�� ５２２０（１７番人気）�� １１９３（４８番人気）
３連複票数 計１０３６５４５ 的中 ��� ２５２４（７５番人気）
３連単票数 計１７５０４７６ 的中 ��� ９１３（３４０番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１２．１―１２．４―１２．３―１２．２―１１．４―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３６．６―４９．０―１：０１．３―１：１３．５―１：２４．９―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．４

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

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

勝馬の
紹 介

アースステップ �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００９．１２．２０ 中山１着

２００７．６．１０生 牡４鹿 母 サンバデオルフェ 母母 コルコバード ９戦２勝 賞金 ３０，６４４，０００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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ヴィクトリアローズ号・ドリームモモタロウ号
（非抽選馬） １頭 メジロクリントン号
※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。



０３００９ １月２９日 晴 良 （２３東京１）第１日 第９競走 ��
��１，４００�クロッカスステークス

発走１４時３５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

１１ フォーエバーマーク 牝３鹿 ５４ 吉田 豊青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４９０－ ６１：２１．０ ３．３�

７９ シャイニーホーク 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５００－１２１：２１．３２ ５．３�
４４ マジカルポケット 牡３鹿 ５７ 松岡 正海�原源一郎氏 領家 政蔵 日高 森永牧場 ４７４＋ ４１：２１．５１� ６．６�
８１１ マイネルロガール 牡３鹿 ５６ F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４８８－ ４ 〃 ハナ １７．７�
（愛）

６７ ピュアオパール 牝３青鹿５５ 内田 博幸 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４１０± ０１：２１．９２� １３．１	
８１０ キッズニゴウハン 牡３栗 ５６ 田中 勝春瀬谷 
雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４７２± ０ 〃 アタマ ５．５�
７８ コスモソーンパーク 牡３青鹿５６ A．クラストゥス �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４７２± ０ 〃 クビ ８．６�

（仏）

２２ スギノエンデバー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４３４± ０１：２２．０� ７．１
５５ ビービーマキシマス 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一�坂東牧場 土田 稔 新冠 中村農場 ４５２＋ ４１：２２．１� ２３７．６�
６６ アタッキングゾーン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 ４８６± ０１：２２．４１� ２７．８�
３３ ドリームバロン 牡３栗 ５６ 石橋 脩セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 ４４８± ０１：２２．６１� １５９．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３７，４３９，５００円 複勝： ６６，４４８，２００円 枠連： ２５，８６８，７００円

普通馬連： １２８，８８３，１００円 馬単： ７０，２０３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，０７１，６００円

３連複： １３７，３８０，８００円 ３連単： ２５２，２３７，８００円 計： ７５７，５３２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ２２０円 枠 連（１－７） ４９０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ５２０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ２，６５０円 ３ 連 単 ��� １０，７４０円

票 数

単勝票数 計 ３７４３９５ 的中 � ８９６８６（１番人気）
複勝票数 計 ６６４４８２ 的中 � １５９２０３（１番人気）� ８６９７５（３番人気）� ７０２３５（６番人気）
枠連票数 計 ２５８６８７ 的中 （１－７） ３９３１７（１番人気）
普通馬連票数 計１２８８８３１ 的中 �� １００３９５（１番人気）
馬単票数 計 ７０２０３２ 的中 �� ２８５４６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９０７１６ 的中 �� ２４０５１（４番人気）�� １８９１９（５番人気）�� １０６６１（１３番人気）
３連複票数 計１３７３８０８ 的中 ��� ３８３７２（８番人気）
３連単票数 計２５２２３７８ 的中 ��� １７３４４（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３４．９―４６．８―５８．３―１：０９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーエバーマーク �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．７．１８ 新潟２着

２００８．１．２７生 牝３鹿 母 リトミックダンス 母母 レガシーオブストレングス ５戦３勝 賞金 ３７，３３２，０００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。

０３０１０ １月２９日 晴 良 （２３東京１）第１日 第１０競走 ��
��１，４００�

しゅんぼう

春望ステークス
発走１５時１０分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．１．３０以降２３．１．２３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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

８１６ ブライトアイザック 牡５鹿 ５７ 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ５０２± ０１：２５．１ ６．７�

４８ キングパーフェクト 牡５黒鹿５６ 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４６８＋ ６１：２５．２� １３．７�
８１５� ピースオブパワー 牡５青鹿５７ 内田 博幸田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４９８＋ ６１：２５．３� ３．３�
１１ サクセスオネスティ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司�嶋 祐子氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ５１２＋ ２１：２５．５１	 ４．４�
６１２ ドリームクラウン 牡６栗 ５５ F．ベリー セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５１８＋ ６ 〃 クビ １４０．４�

（愛）

２３ ゴールドエンデバー 牡５鹿 ５５ 吉田 豊�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４９８＋ ２１：２５．６クビ ５０．２�
７１３ ケイジージュニアー 牡６青鹿５３ 伊藤 直人鹿倉 勝
氏 田中 剛 新冠 つつみ牧場 B５０６＋ ４ 〃 アタマ １９３．３	
２４ � カフェレジェンド 牡６青鹿５４ 村田 一誠西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor ５２８± ０１：２５．８１	 １２８．８

１２ シルクイーグル 牡６鹿 ５５ 的場 勇人有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ５００＋ ２１：２５．９クビ ５１．３�
６１１ ノーリプライ �７芦 ５６ 三浦 皇成�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４ 〃 アタマ ６２．６�
７１４� アースリヴィング 牝５鹿 ５３ 横山 典弘 �グリーンファーム 小笠 倫弘 米 Marablue

Farm, LLC ４７６－１０ 〃 クビ ８．７
４７ シルクアルボーレ 牡９鹿 ５３ 柴山 雄一有限会社シルク星野 忍 新冠 早田牧場新

冠支場 ４６４＋ ４１：２６．０クビ ２７４．４�
５１０ モアザンスマート 牡５鹿 ５５ 石橋 脩�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４９０＋ ６ 〃 クビ ２６．３�
３６ アンシャンレジーム 牡５鹿 ５４ A．クラストゥス �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ５３４± ０１：２６．３１� １６．１�

（仏）

３５ フェイムロバリー 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ４９０－ ８１：２７．０４ ５．４�
５９ � ネオフリーダム 牡６鹿 ５５ 武 幸四郎伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B５１２± ０１：２７．２１	 ３９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，５１２，３００円 複勝： ７２，３９９，７００円 枠連： ４０，５２２，７００円

普通馬連： １７１，３７７，７００円 馬単： ９０，９１２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，５７２，３００円

３連複： １９８，８４７，８００円 ３連単： ３５１，１３８，０００円 計： １，０１９，２８２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２１０円 � ４１０円 � １６０円 枠 連（４－８） １，９２０円

普通馬連 �� ４，７７０円 馬 単 �� ８，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５６０円 �� ４９０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ５，７７０円 ３ 連 単 ��� ４５，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３８５１２３ 的中 � ４５７４６（４番人気）
複勝票数 計 ７２３９９７ 的中 � ９０２１１（４番人気）� ３６５１３（７番人気）� １５６９２０（１番人気）
枠連票数 計 ４０５２２７ 的中 （４－８） １５５８０（８番人気）
普通馬連票数 計１７１３７７７ 的中 �� ２６５４７（１９番人気）
馬単票数 計 ９０９１２３ 的中 �� ７６０６（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５５７２３ 的中 �� ８３６４（１９番人気）�� ３０２０７（４番人気）�� １２９８７（１２番人気）
３連複票数 計１９８８４７８ 的中 ��� ２５４５４（１７番人気）
３連単票数 計３５１１３８０ 的中 ��� ５６８２（１３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．４―４７．９―１：００．３―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライトアイザック �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００９．５．２４ 東京１３着

２００６．４．５生 牡５鹿 母 ラブイズトゥルー 母母 ヒ ト メ ボ レ １８戦５勝 賞金 ８１，６６８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アポロラムセス号・ギシアラバストロ号・コンティネント号・トウカイプライム号・ミオリチャン号
※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。



０３０１１ １月２９日 晴 良 （２３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１，１５０万円毎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 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

７８ カ リ バ ー ン 牡４鹿 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム B４９８＋ ２２：０１．１ １．８�

６６ リ デ ィ ル 牡４栗 ５５ 内田 博幸前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６－ ８ 〃 クビ ６．２�
８１０ セイクリッドバレー 牡５栗 ５６ 三浦 皇成吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ５００± ０２：０１．３１� １１．５�
２２ 	 エーシンジーライン 牡６黒鹿５６ 横山 典弘�栄進堂 岡田 稲男 米 Winches-

ter Farm ４９４－ ４ 〃 クビ ７．７�
３３ マイネルキーロフ 牡７青鹿５５ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 中村 均 新冠 斉藤 安行 ５１４＋１０２：０１．４クビ ４８．５�

（仏）

７７ マイネルスターリー 牡６鹿 ５８ F．ベリー �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ １７．０	

（愛）

８９ トウショウウェイヴ 牡６黒鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４７４± ０２：０１．５クビ ４．９


４４ ニルヴァーナ 牡８鹿 ５７ 松岡 正海 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ５１２＋１０２：０１．７１
 ８８．０�
５５ ゲイルスパーキー 牡７鹿 ５６ 北村 宏司�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ５００＋ ２２：０１．９１
 ４２．６�
１１ トーセンキャプテン 牡７鹿 ５７ 江田 照男島川 哉氏 中島 敏文 千歳 社台ファーム ４９４－ ６２：０２．１１ １１０．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ７３，３５０，４００円 複勝： １０２，６４１，３００円 枠連： ４８，４１９，８００円

普通馬連： ２６０，２０８，５００円 馬単： １６４，４５２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７１，３３２，１００円

３連複： ２７５，４２３，９００円 ３連単： ７１８，３５０，４００円 計： １，７１４，１７８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � ２２０円 枠 連（６－７） ６３０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ３９０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ２，３１０円 ３ 連 単 ��� ６，７６０円

票 数

単勝票数 計 ７３３５０４ 的中 � ３２３７７７（１番人気）
複勝票数 計１０２６４１３ 的中 � ４３４２５６（１番人気）� ９０９５６（４番人気）� ８２５１６（５番人気）
枠連票数 計 ４８４１９８ 的中 （６－７） ５６７７９（３番人気）
普通馬連票数 計２６０２０８５ 的中 �� ２６４２０９（３番人気）
馬単票数 計１６４４５２５ 的中 �� １０５５６８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７１３３２１ 的中 �� ６１００５（３番人気）�� ４６２６２（４番人気）�� １２７７４（１５番人気）
３連複票数 計２７５４２３９ 的中 ��� ８８０９０（８番人気）
３連単票数 計７１８３５０４ 的中 ��� ７８５１３（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．７―３７．０―４９．５―１：０２．２―１：１４．８―１：２７．３―１：３８．７―１：４９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．３―３F３３．８

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

勝馬の
紹 介

カ リ バ ー ン �
�
父 デュランダル �

�
母父 Boston Harbor デビュー ２００９．１１．２８ 東京４着

２００７．４．１７生 牡４鹿 母 リーチマイハーバー 母母 Rezagante １１戦５勝 賞金 ８５，４２５，０００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２９日 晴 良 （２３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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１３ ビギンマニューバー �６黒鹿５７ 三浦 皇成前田 晋二氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４＋ ８１：３８．７ １８．３�

６１２ ア イ ノ カ ゼ 牡６鹿 ５７
５４ ▲平野 優丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ５００－ ４ 〃 クビ ２０９．４�

２４ ブレイクチャンス 牡４鹿 ５６ F．ベリー 齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９６－ ２１：３８．８クビ ２４．２�
（愛）

４８ アイノレグルス 牡６鹿 ５７ 田中 勝春馬場 �晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４６０－ ４１：３９．１１� ４．０�
５９ リ ュ シ オ ル 牝５鹿 ５５ A．クラストゥス 吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２ 〃 クビ １１．６�

（仏）

３６ ザ ド ラ イ ブ 牡５栗 ５７ 石橋 脩 �千葉パブリックゴ
ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４７４＋ ６１：３９．３� ２８．９�

７１４ レオソリスト 牡６黒鹿５７ 江田 照男�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 B５３０＋ ２１：３９．４� １６９．４	
８１６ ホローポイント 牡４芦 ５６ 内田 博幸 
社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３０＋ ４ 〃 同着 ２．０�
８１５ コスモフォース 牡５鹿 ５７ 中谷 雄太 
ビッグレッドファーム 畠山 重則 様似 土井 仁 ５１４± ０１：３９．５	 １５３．０�
６１１ ディアビリーヴ 牡４青鹿５６ 吉田 豊寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 ４９６＋１４ 〃 クビ １４．８
４７ ヤマニンパソドブル 牝４青鹿５４ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４５８＋ ４１：３９．９２	 ７５．７�
１２ リバイバルシチー 牡７鹿 ５７ 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 浦河 アイオイファーム ５２２－ ４１：４０．０� １５０．６�
２３ エクストラセック 牡４栗 ５６ 松岡 正海金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５４０＋１８１：４０．１クビ １２．９�
５１０ アプローズヒーロー 牡７鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４６０－ ４ 〃 クビ ３４８．７�
３５ 
 マルターズカイト 牡４鹿 ５６ 木幡 初広藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４７６－１２１：４０．３１ １４５．０�
１１ ラヴィンライフ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘 
サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋ ８ 〃 アタマ １２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，７８２，６００円 複勝： ６９，７１３，８００円 枠連： ４０，３７８，３００円

普通馬連： １７３，９５２，６００円 馬単： １０８，０３６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，５７０，５００円

３連複： １９５，２０４，３００円 ３連単： ４０４，７５２，８００円 計： １，１０４，３９１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８３０円 複 勝 � ５４０円 � ２，１９０円 � ６１０円 枠 連（６－７） ７，６５０円

普通馬連 �� １２４，８９０円 馬 単 �� １９４，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８，３００円 �� ６，０８０円 �� １８，６８０円

３ 連 複 ��� ５２５，７７０円 ３ 連 単 ��� ３，７３３，８５０円

票 数

単勝票数 計 ５２７８２６ 的中 � ２２７９７（７番人気）
複勝票数 計 ６９７１３８ 的中 � ３５５４５（７番人気）� ７８２４（１２番人気）� ３０８７０（９番人気）
枠連票数 計 ４０３７８３ 的中 （６－７） ３８９７（２６番人気）
普通馬連票数 計１７３９５２６ 的中 �� １０２８（９４番人気）
馬単票数 計１０８０３６６ 的中 �� ４１０（１５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９５７０５ 的中 �� ５１６（９７番人気）�� ２４２７（５１番人気）�� ７８３（８１番人気）
３連複票数 計１９５２０４３ 的中 ��� ２７４（３７４番人気）
３連単票数 計４０４７５２８ 的中 ��� ８０（２２１６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１２．３―１２．４―１２．５―１２．４―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．０―３６．３―４８．７―１：０１．２―１：１３．６―１：２５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．５
３ ・（５，９）（２，１３）（６，１６）（１，１１，１４）（３，７，１５）４，１２－８－１０ ４ ・（５，９）（２，１３）（６，１６）（１，１１，１４）（４，１５，８）７（３，１２）－１０

勝馬の
紹 介

ビギンマニューバー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００７．１０．７ 京都２着

２００５．４．２１生 �６黒鹿 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル １０戦２勝 賞金 ２０，４００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２３東京１）第１日 １月２９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 １７９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 手 当

２２８，１９０，０００円
３，２２０，０００円
９，０５０，０００円
１，２５０，０００円
２１，５９０，０００円
６３，０１８，５００円
５，３２８，８００円
１，７７２，１００円

勝馬投票券売得金
３６９，６３４，４００円
５９５，９７０，７００円
２９５，６３２，２００円

１，２２９，８０６，５００円
７５７，３５９，１００円
４２０，４５３，６００円

１，３７９，５０７，３００円
２，６７０，２８０，３００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 ７，７１８，６４４，１００円

総入場人員 ２４，８７４名 （有料入場人員 ２４，１０５名）


