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03013 1月29日 曇 良 （29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
1：16．1
1：16．1

重
重

815 セイカチトセ 牡3黒鹿56 大野 拓弥久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B476± 01：20．2 7．9�
59 リンガスネオ 牡3黒鹿56 田辺 裕信伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 478－ 2 〃 ハナ 3．4�
36 ロードナカヤマ 牝3鹿 54 内田 博幸�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 462＋ 21：20．3� 3．5�
11 � バンケットスクエア 牡3黒鹿56 岩田 康誠飯田 正剛氏 矢野 英一 米 Dr. Masa-

take Iida 496＋ 81：20．93	 7．4�
713 エリーダイナマイト 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎谷川 正純氏 大江原 哲 新冠 川越 省蔵 468± 01：21．43 167．1�
714 プラクティス 牡3黒鹿56 田中 勝春�ターフ・スポート松永 康利 新ひだか 高橋 義浩 472＋241：21．72 24．9	
47 ダイメイピット 牡3鹿 56 江田 照男宮本 昇氏 菅原 泰夫 日高 横井 哲 426＋ 61：21．9� 299．8

12 アイアイハッピー 牡3鹿 56 柴山 雄一齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新ひだか 見上牧場 460－101：22．22 144．8�
23 ハヤブサザムライ 牡3栗 56 黛 弘人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488－ 81：22．3クビ 84．4�
510 ホワイトファング 牡3芦 56 柴田 大知 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 488－ 21：23．04 6．6�
35 ジュジョール 牡3黒鹿56 C．ルメール 吉田 和美氏 武藤 善則 平取 北島牧場 500＋16 〃 ハナ 8．3�
611� プラウドデイ 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 小島 茂之 米 Don Alberto
Corporation 482＋ 6 〃 ハナ 159．0�

24 フィッシャーキング 牡3鹿 56 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 浦河 有限会社
松田牧場 470＋141：23．1クビ 481．3�

612 ラストステージ 牝3栗 54 丹内 祐次福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 422－ 4 〃 同着 365．7�
816 ハンディマン 牡3鹿 56 戸崎 圭太スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 守矢牧場 B466＋ 81：23．31 17．0�
48 ポリテクニーク 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 61：23．4	 124．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，120，900円 複勝： 50，418，200円 枠連： 20，079，600円
馬連： 69，630，200円 馬単： 35，268，500円 ワイド： 42，371，600円
3連複： 94，348，300円 3連単： 126，040，900円 計： 467，278，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 180円 � 120円 � 130円 枠 連（5－8） 660円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 410円 �� 520円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 11，240円

票 数

単勝票数 計 291209 的中 � 29427（5番人気）
複勝票数 計 504182 的中 � 54170（4番人気）� 121021（1番人気）� 113596（2番人気）
枠連票数 計 200796 的中 （5－8） 23450（2番人気）
馬連票数 計 696302 的中 �� 40147（5番人気）
馬単票数 計 352685 的中 �� 8249（15番人気）
ワイド票数 計 423716 的中 �� 24204（3番人気）�� 18301（8番人気）�� 66646（1番人気）
3連複票数 計 943483 的中 ��� 50070（4番人気）
3連単票数 計1260409 的中 ��� 8127（34番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．4―30．1―42．6―55．5―1：07．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイカチトセ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 レジエンドテイオー デビュー 2016．6．4 東京6着

2014．4．5生 牡3黒鹿 母 セイカシミズダニ 母母 キオイルビー 12戦1勝 賞金 9，350，000円
〔騎手変更〕 ホワイトファング号の騎手木幡巧也は，病気のため柴田大知に変更。
※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 サクラトップビクト号
（非抽選馬） 1頭 ブライトエピローグ号

03014 1月29日 曇 良 （29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）

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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

510 オーサムクイーン 牝3芦 54 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 480 ―1：27．3 3．5�
714 コロニアルスタイル 牝3栗 54 津村 明秀吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 454 ―1：27．4� 3．7�
36 ペイシャエヴァー 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 474 ―1：27．82� 11．5�
11 ディアシトリン 牝3栗 54 内田 博幸ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 荒木 貴宏 428 ―1：28．33 14．4�
23 スカイソング 牝3芦 54 山本 聡哉西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 468 ―1：28．72� 30．1�
（岩手）

47 サ ヤ ネ エ 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子竹森 幹雄氏 和田 雄二 浦河 辻 牧場 462 ―1：28．8� 6．9	

612 オーネットマーロン 牡3鹿 56 岩田 康誠醍醐 伸之氏 戸田 博文 浦河 有限会社
松田牧場 430 ―1：29．11� 35．4


611 エ ミ ー リ オ 牡3鹿 56 田中 勝春加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 490 ―1：29．41� 6．7�
815 マリノレイラ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�クラウン 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 466 ― 〃 クビ 13．2�
24 ハクサンスマイル 牡3黒鹿56 柴田 大知河﨑 五市氏 伊藤 大士 新ひだか 田湯牧場 454 ―1：29．93 42．9
12 ハクシュカッサイ 牡3栗 56

54 △井上 敏樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 昭和牧場 426 ―1：30．32� 202．3�
48 マサリヤヒメ 牝3栗 54 岩部 純二西本 資史氏 石毛 善彦 新冠 佐藤 義紀 426 ―1：30．4� 162．6�
59 バ ジ ャ ラ 牝3栗 54 江田 照男長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 モリナガファーム 436 ―1：31．25 54．0�
35 ファインパープル 牝3黒鹿54 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 436 ― 〃 アタマ 110．2�
816 サ ト ノ ガ ガ 牝3栗 54 大野 拓弥里見 治氏 新開 幸一 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：38．8大差 24．2�
713 シ ャ ル ジ ュ 牡3黒鹿56 柴山 雄一平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 480 ―1：44．3大差 100．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，651，500円 複勝： 35，335，000円 枠連： 14，580，500円
馬連： 56，935，700円 馬単： 27，355，500円 ワイド： 31，771，100円
3連複： 71，581，300円 3連単： 84，315，200円 計： 347，525，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 150円 � 220円 枠 連（5－7） 590円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 290円 �� 640円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 7，950円

票 数

単勝票数 計 256515 的中 � 58306（1番人気）
複勝票数 計 353350 的中 � 77720（1番人気）� 61687（2番人気）� 32510（4番人気）
枠連票数 計 145805 的中 （5－7） 19117（1番人気）
馬連票数 計 569357 的中 �� 72140（1番人気）
馬単票数 計 273555 的中 �� 16725（1番人気）
ワイド票数 計 317711 的中 �� 31662（1番人気）�� 12050（4番人気）�� 8695（10番人気）
3連複票数 計 715813 的中 ��� 23311（3番人気）
3連単票数 計 843152 的中 ��� 7685（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．7―49．6―1：02．2―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーサムクイーン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Awesome Again 初出走

2014．4．4生 牝3芦 母 オーサムチャーム 母母 Reet Petite 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ペイシャエヴァー号の騎手木幡巧也は，病気のため石川裕紀人に変更。
〔発走状況〕 マサリヤヒメ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 マサリヤヒメ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノガガ号・シャルジュ号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シンボリジュネス号・ネバービーンベター号
※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。

第１回 東京競馬 第２日



03015 1月29日 曇 良 （29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
1：33．8
1：33．3

重
良

816 アルーフクライ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 458－ 21：39．3 4．3�
59 チェリートリトン 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 490± 0 〃 クビ 6．1�
36 リパーカッション 牡3鹿 56 内田 博幸石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 518＋ 61：39．5� 14．3�
713 ゲンパチマサムネ 牡3鹿 56 柴山 雄一平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 502± 0 〃 ハナ 7．6�
510 アンティノウス 牡3黒鹿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 532＋281：39．92� 10．2�
12 トーホウカンタール 牡3鹿 56 蛯名 正義東豊物産	 田中 清隆 新ひだか 山際牧場 B514－ 6 〃 クビ 8．1

714 アシャカセルクル 牡3黒鹿56 柴田 善臣吉冨 学氏 小笠 倫弘 日高 豊洋牧場 498＋ 21：40．11 3．1�
48 グロースアルティヒ 牡3鹿 56 北村 宏司白井 岳氏 黒岩 陽一 浦河 絵笛牧場 476－ 2 〃 クビ 36．8�
611 ウイントリニティー 牡3鹿 56 松岡 正海	ウイン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 490＋ 41：40．63 26．8
47 マッジョネラ �3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 494＋ 21：40．7クビ 39．6�
612 ニシノリヒト 牡3鹿 56 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 446＋ 41：41．76 237．1�
815 ア ン ジ ー 牝3栗 54 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡部牧場 462＋ 61：41．8� 277．0�
35 クラウンマックス 牡3黒鹿56 西田雄一郎矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 486＋181：42．12 342．9�
11 タマモパレード �3栗 56

54 △井上 敏樹タマモ	 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 436－ 41：42．31� 277．9�
23 アベストルース 牡3鹿 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ	 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 464－ 41：43．910 79．9�
24 ポルトゲーザ 牡3鹿 56 丸山 元気二口 雅一氏 土田 稔 新冠 ヤマタケ牧場 486－181：45．07 152．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，291，100円 複勝： 54，124，200円 枠連： 20，145，900円
馬連： 72，205，300円 馬単： 34，885，300円 ワイド： 44，508，900円
3連複： 95，497，300円 3連単： 109，772，100円 計： 465，430，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 200円 � 300円 枠 連（5－8） 900円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，030円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 24，570円

票 数

単勝票数 計 342911 的中 � 62729（2番人気）
複勝票数 計 541242 的中 � 105772（2番人気）� 70109（4番人気）� 38312（6番人気）
枠連票数 計 201459 的中 （5－8） 17202（3番人気）
馬連票数 計 722053 的中 �� 39162（5番人気）
馬単票数 計 348853 的中 �� 10611（6番人気）
ワイド票数 計 445089 的中 �� 18268（5番人気）�� 10969（14番人気）�� 9212（17番人気）
3連複票数 計 954973 的中 ��� 12260（22番人気）
3連単票数 計1097721 的中 ��� 3239（78番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―12．3―13．2―12．9―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．9―48．2―1：01．4―1：14．3―1：26．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルーフクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2016．8．7 新潟2着

2014．4．18生 牡3鹿 母 シダクティヴリー 母母 Torrid Affair 5戦1勝 賞金 11，850，000円
〔騎手変更〕 リパーカッション号の騎手木幡巧也は，病気のため内田博幸に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポルトゲーザ号は，「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。

03016 1月29日 曇 良 （29東京1）第2日 第4競走 ��1，600�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
1：31．3
1：30．7

良
良

11 アルトリウス 牡3鹿 56 V．シュミノー�G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 474＋ 61：34．9 6．7�
（仏）

48 グラドゥアーレ 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：35．11� 2．9�
713 アルチレイロ 牡3青鹿 56

55 ☆石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 456＋ 21：35．31� 20．8�
35 スカイライト 牡3鹿 56 横山 典弘下河�美智子氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 482＋ 61：35．5� 49．0	
612 ディーグランデ 牡3鹿 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 462＋ 61：35．71� 12．1

510 ウインハイラント 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 436± 01：35．91� 5．2�
816 サイレントサード 牡3栗 56 内田 博幸三田 昌宏氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 484＋12 〃 アタマ 10．0�
23 シゲルタイガー 牡3鹿 56 田辺 裕信森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 6 〃 クビ 7．0
12 コスモディライト 牡3青鹿56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 436± 01：36．0� 8．7�
47 マックスハート 牡3栗 56

54 △井上 敏樹スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 平野牧場 430＋ 61：36．1� 456．2�
714 ジャンティーユ 牝3栗 54 柴田 大知伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 442＋ 4 〃 ハナ 135．4�
59 ユキノエルドール 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 462－ 61：36．31� 136．2�
36 ラブリイメッセージ 牝3鹿 54 津村 明秀�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B450－ 6 〃 アタマ 73．5�
24 サクラハナコ 牝3栗 54 大野 拓弥有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 404－ 81：36．51� 84．9�
611 ダイバージェント 牡3黒鹿56 山本 聡哉 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 21：36．6クビ 85．5�
（岩手）

815 アパラチアン 牝3栗 54 松山 弘平�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 420－ 61：38．210 74．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，640，600円 複勝： 60，101，200円 枠連： 19，837，100円
馬連： 79，339，300円 馬単： 40，381，700円 ワイド： 50，739，000円
3連複： 109，485，600円 3連単： 131，634，400円 計： 529，158，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 220円 � 140円 � 440円 枠 連（1－4） 630円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，180円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 8，240円 3 連 単 ��� 38，660円

票 数

単勝票数 計 376406 的中 � 44824（3番人気）
複勝票数 計 601012 的中 � 66446（3番人気）� 152694（1番人気）� 26045（8番人気）
枠連票数 計 198371 的中 （1－4） 24031（2番人気）
馬連票数 計 793393 的中 �� 52227（3番人気）
馬単票数 計 403817 的中 �� 10124（9番人気）
ワイド票数 計 507390 的中 �� 26465（2番人気）�� 5722（25番人気）�� 8145（18番人気）
3連複票数 計1094856 的中 ��� 9963（27番人気）
3連単票数 計1316344 的中 ��� 2468（127番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．4―47．4―59．8―1：11．4―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．1
3 8，11，15（2，16）－（1，10）（3，9）（4，7，12，14）13，6－5 4 ・（8，11）（2，15，16）10（1，9）（4，3）（12，14）7（6，13）5

勝馬の
紹 介

アルトリウス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．8．21 札幌3着

2014．1．28生 牡3鹿 母 レ ジ ネ ッ タ 母母 アスペンリーフ 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔騎手変更〕 サクラハナコ号の騎手木幡巧也は，病気のため大野拓弥に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ファウンダー号・ブレイビットアウト号・ワラッチャウヨネ号
（非抽選馬） 2頭 グラスルアー号・マイネルプラヌール号
※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。



03017 1月29日 晴 良 （29東京1）第2日 第5競走 ��1，800�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
1：44．2
1：43．9

良
良

36 インシュラー 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 456 ―1：49．2 1．9�
612 シングンマイケル 牡3鹿 56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 456 ―1：49．3� 42．2�
611 サ ル ダ ー ナ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456 ―1：49．83 43．9�
816 クリュティエ 牝3鹿 54 山本 聡哉 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 450 ―1：49．9� 50．4�
（岩手）

714 キタサンメジャー 牝3黒鹿54 北村 宏司�大野商事 奥村 武 新冠 村田牧場 458 ―1：50．43 4．1	
815 スペシャルタレント 牝3鹿 54 吉田 豊櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 474 ― 〃 アタマ 9．7

24 ア ル コ 牡3黒鹿56 蛯名 正義松本 俊廣氏 勢司 和浩 日高 天羽 禮治 422 ― 〃 ハナ 12．5�
47 ウラドラブルース 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎�向別牧場 根本 康広 新冠 森永 聡 434 ―1：50．61� 113．1�
48 モリトシラギク 牝3芦 54 勝浦 正樹石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 468 ―1：50．7� 12．9
11 ムーンライトレディ 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 398 ―1：50．91� 73．7�
510 レックスフォルス 牡3青鹿56 岩田 康誠吉田 照哉氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442 ―1：51．21� 51．4�
12 マイネルカノッサー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 川上牧場 482 ―1：51．51� 163．7�
59 パープルハート 牝3鹿 54 江田 照男�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 496 ―1：51．6� 43．9�
23 ミスターステイ 牡3鹿 56 田辺 裕信村田 哲朗氏 浅野洋一郎 日高 白井牧場 418 ―1：51．81� 23．0�
713 ミツカネハート 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人小山田 満氏 天間 昭一 様似 小田牧場 432 ―1：52．12 49．9�
35 エイエンノウソ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 464 ―1：53．710 41．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，948，700円 複勝： 39，218，400円 枠連： 18，520，900円
馬連： 61，551，000円 馬単： 38，587，100円 ワイド： 38，602，700円
3連複： 78，458，800円 3連単： 115，123，600円 計： 424，011，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 550円 � 790円 枠 連（3－6） 1，950円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，620円 �� 13，610円

3 連 複 ��� 42，540円 3 連 単 ��� 141，700円

票 数

単勝票数 計 339487 的中 � 142489（1番人気）
複勝票数 計 392184 的中 � 132969（1番人気）� 13433（7番人気）� 8785（10番人気）
枠連票数 計 185209 的中 （3－6） 7343（8番人気）
馬連票数 計 615510 的中 �� 14967（9番人気）
馬単票数 計 385871 的中 �� 6767（12番人気）
ワイド票数 計 386027 的中 �� 9156（9番人気）�� 6180（13番人気）�� 706（86番人気）
3連複票数 計 784588 的中 ��� 1383（107番人気）
3連単票数 計1151236 的中 ��� 589（353番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．2―48．5―1：00．9―1：13．6―1：25．8―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

インシュラー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Nureyev 初出走

2014．4．11生 牡3鹿 母 アイルドフランス 母母 Stella Madrid 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ミツカネハート号の騎手木幡巧也は，病気のため石川裕紀人に変更。
〔制裁〕 シングンマイケル号の騎手武士沢友治は，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20頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）20頭 イムノス号・エメラルスター号・グロールタイガー号・コイヲダキシメヨウ号・コルヴァッチ号・サトノマックス号・

ショウナンアリスト号・トウカイリオナ号・ナンヨービーナス号・ピサノベルベット号・ピジョンレッド号・
ブラックギムレット号・マナツノヨノユメ号・ミヤビエメライン号・ムードン号・モクレレ号・ラピッドチェンジ号・
レッドアーサー号・レッドヴィクター号・レーヌジャルダン号

※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。

03018 1月29日 晴 良 （29東京1）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時05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

713 スレッジハンマー 牡5鹿 57 田辺 裕信 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 日高 豊洋牧場 480＋ 41：25．4 12．1�

48 メイスンスパート 牡4栗 56 柴山 雄一梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム B464± 01：25．61� 2．0�
815 プッシュアゲン 牡4栗 56 蛯名 正義浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 500＋ 21：26．34 13．0�
59 � アポロノホウリン 牡4鹿 56 松岡 正海アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 天羽 禮治 486＋ 51：26．51� 37．6�
36 ポンテファブリチオ 牡4鹿 56 福永 祐一窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 498－ 41：26．6� 3．3�
611 ルノンキュール 牝5黒鹿55 V．シュミノー 山本 剛史氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 488－16 〃 アタマ 12．7	

（仏）

35 コットンパール 牝4鹿 54 岩部 純二
ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 460＋121：26．7クビ 186．5�
816 プラトロッソ 牝4黒鹿54 丸山 元気�Basic 根本 康広 日高 森永牧場 462＋ 61：26．91� 313．1�
714 テ イ ア 牝5鹿 55 江田 照男
ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 428＋ 61：27．32	 258．7
47 ゴーストバローズ 牡4芦 56 岩田 康誠猪熊 広次氏 小島 太 浦河 富田牧場 450－ 41：27．61� 24．4�
11 カシノキングダム 牡5鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 474－ 21：28．02	 227．1�
23 ジ ュ ン ゲ ル 牡4鹿 56 北村 宏司幅田 昌伸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 466＋ 21：28．74 42．6�
510� ヨ ア ソ ビ 牝4黒鹿54 山本 聡哉内田 玄祥氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 458－ 91：29．23 62．0�

（岩手）

612 ハ ネ ト 牝4鹿 54 柴田 善臣矢野 和雅氏 柴田 政人 日高 ノースガーデン 460＋ 61：29．41� 261．1�
12 ボ ル ド ー 牡4栗 56 的場 勇人坂本 万夫氏 的場 均 新冠 村上 欽哉 532＋ 81：29．72 42．3�
24 デルマチカラ 牡4黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 494＋ 41：31．08 12．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，957，700円 複勝： 48，729，900円 枠連： 23，347，700円
馬連： 87，269，300円 馬単： 46，934，300円 ワイド： 51，068，700円
3連複： 113，212，400円 3連単： 170，926，900円 計： 576，446，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 270円 � 110円 � 290円 枠 連（4－7） 1，350円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，230円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 33，540円

票 数

単勝票数 計 349577 的中 � 22964（3番人気）
複勝票数 計 487299 的中 � 34699（4番人気）� 173823（1番人気）� 30897（6番人気）
枠連票数 計 233477 的中 （4－7） 13348（6番人気）
馬連票数 計 872693 的中 �� 44147（5番人気）
馬単票数 計 469343 的中 �� 8015（16番人気）
ワイド票数 計 510687 的中 �� 24081（5番人気）�� 5389（22番人気）�� 31488（2番人気）
3連複票数 計1132124 的中 ��� 22134（11番人気）
3連単票数 計1709269 的中 ��� 3694（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．4―48．1―1：01．2―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スレッジハンマー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 King’s Best デビュー 2014．11．15 東京3着

2012．3．29生 牡5鹿 母 ベストタッセルド 母母 Tasseled 14戦2勝 賞金 20，500，000円
［他本会外：3戦0勝］

〔騎手変更〕 ジュンゲル号の騎手木幡巧也は，病気のため北村宏司に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマチカラ号は，「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） 3頭 セイウンオセアン号・ダイフク号・ハシカミ号
（非抽選馬） 1頭 ゴールドエッグ号
※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。



03019 1月29日 晴 良 （29東京1）第2日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：33．8
1：33．3

重
良

611 ラセレシオン 牝5鹿 55 V．シュミノー �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 532＋ 21：39．3 3．6�
（仏）

48 コパノビジン 牝4鹿 54 C．ルメール 小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B468－ 21：39．4� 4．7�
713 コスモエルデスト 牝6鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 B474＋101：39．61� 29．1�
23 グリシーヌシチー 牝5鹿 55 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B472＋ 21：39．7� 28．5�
47 オヒアレフア 牝4青鹿54 村田 一誠�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 442－ 8 〃 ハナ 67．1	
815 サ ン ヘ レ ナ 牝4鹿 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 490－ 41：40．01� 2．5

35 ス ク ラ ッ タ 牝4黒鹿 54

52 △伴 啓太吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 410＋141：40．1� 16．3�
816 スールキートス 牝5黒鹿55 柴田 善臣�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 500＋101：40．2� 15．7�
714 エグランティエ 牝5栗 55 吉田 豊�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 444＋141：40．3クビ 26．7
24 コルヌコピア 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子池谷 誠一氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 460＋ 21：40．51� 14．4�
59 ノーフェイト 牝5栗 55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 栗田 徹 浦河 小島牧場 472＋ 21：40．6� 85．1�
12 トラストレイカ 牝5鹿 55 田辺 裕信菅波 雅巳氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 448＋ 81：40．81� 31．9�
36 ポ ロ ス 牝4鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 468＋121：41．01� 420．1�
612	 ベストエビデンス 牝5栗 55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 436＋ 21：41．32 213．2�
11 	 シルヴィーボーテ 牝4鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 的場 均 浦河 小島牧場 458－ 21：41．4� 163．6�
510 ワタシダイナマイト 牝5栗 55

53 △井上 敏樹小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 478± 0 〃 アタマ 153．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，240，200円 複勝： 58，156，900円 枠連： 22，340，300円
馬連： 88，451，000円 馬単： 44，566，700円 ワイド： 53，866，200円
3連複： 118，298，900円 3連単： 161，149，600円 計： 584，069，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 200円 � 180円 � 620円 枠 連（4－6） 1，180円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 510円 �� 2，060円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 11，190円 3 連 単 ��� 35，220円

票 数

単勝票数 計 372402 的中 � 82504（2番人気）
複勝票数 計 581569 的中 � 81365（3番人気）� 95852（2番人気）� 18876（9番人気）
枠連票数 計 223403 的中 （4－6） 14631（5番人気）
馬連票数 計 884510 的中 �� 53045（3番人気）
馬単票数 計 445667 的中 �� 16089（5番人気）
ワイド票数 計 538662 的中 �� 29543（3番人気）�� 6423（22番人気）�� 7403（19番人気）
3連複票数 計1182989 的中 ��� 7928（38番人気）
3連単票数 計1611496 的中 ��� 3317（107番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．7―12．9―12．9―12．5―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―37．1―50．0―1：02．9―1：15．4―1：27．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラセレシオン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Candy Stripes デビュー 2015．4．26 東京7着

2012．5．14生 牝5鹿 母 アルゼンチンスター 母母 Diferente 7戦3勝 賞金 20，350，000円
〔騎手変更〕 ワタシダイナマイト号の騎手木幡巧也は，病気のため井上敏樹に変更。
※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。

03020 1月29日 晴 良 （29東京1）第2日 第8競走 ��
��2，100�サラブレッド系4歳以上

発走14時05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

36 マイネルトゥラン 牡4黒鹿56 津村 明秀 �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 B514－ 42：11．8 8．0�

12 モンドアルジェンテ 牡5芦 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 520± 0 〃 クビ 3．1�
612 アバオアクー 牡5鹿 57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B512＋ 42：12．65 3．5�
59 クールエイジア 牡5鹿 57 柴田 善臣�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 476－ 22：12．7� 10．4�
510 サンホッブズ 牡4鹿 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 480± 0 〃 アタマ 39．1	
816 ケイブルグラム 牡4鹿 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B528＋122：12．8クビ 13．2

24 ロックキャンディ 牝5黒鹿55 丸山 元気�Basic 根本 康広 新冠 佐藤 信広 510－ 22：12．9� 23．4�
713 マイネルビクトリー 牡4鹿 56 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 484＋ 22：13．43 37．1�
48 キネオフォルツァ 牡6芦 57 内田 博幸吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 536－ 6 〃 クビ 33．3
611 ガ ヤ ル ド 牡6鹿 57 北村 宏司佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 472＋162：13．82� 186．9�
714	 ペイシャゴンジセ 牡6鹿 57 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 502＋ 42：14．01� 44．9�
11 フジマサクラウン 牡6鹿 57 田中 勝春藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 530± 02：14．31� 20．9�
815 ハイアーレート 
6黒鹿57 吉田 豊 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 494± 02：15．04 89．2�
35 ケイツートール 牡4青鹿56 黛 弘人楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 500－ 42：15．42� 112．8�
23 レッドフォルツァ 
8鹿 57 V．シュミノー �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 494＋ 62：15．61� 96．9�

（仏）

47 リキサンダイオー 牡4黒鹿56 村田 一誠 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 464＋ 6 （競走中止） 7．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，591，700円 複勝： 70，181，700円 枠連： 28，381，400円
馬連： 116，852，500円 馬単： 48，971，300円 ワイド： 68，992，400円
3連複： 154，935，200円 3連単： 187，800，500円 計： 719，706，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 230円 � 140円 � 130円 枠 連（1－3） 1，390円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 610円 �� 580円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 13，870円

票 数

単勝票数 計 435917 的中 � 43295（4番人気）
複勝票数 計 701817 的中 � 58774（4番人気）� 134961（2番人気）� 167483（1番人気）
枠連票数 計 283814 的中 （1－3） 15786（5番人気）
馬連票数 計1168525 的中 �� 58184（4番人気）
馬単票数 計 489713 的中 �� 10214（13番人気）
ワイド票数 計 689924 的中 �� 26789（5番人気）�� 28241（4番人気）�� 79407（1番人気）
3連複票数 計1549352 的中 ��� 62170（2番人気）
3連単票数 計1878005 的中 ��� 9814（21番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．2―30．6―43．4―56．5―1：09．2―1：21．5―1：34．2―1：46．8―1：59．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルトゥラン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．5 福島9着

2013．6．5生 牡4黒鹿 母 マイネカレッシュ 母母 ノーザンドライバー 15戦3勝 賞金 34，900，000円
〔競走中止〕 リキサンダイオー号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 リキサンダイオー号の騎手村田一誠は，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：15番・13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アンヴェイルド号・エルゼロ号・セイカアヴァンサ号
（非抽選馬） 1頭 ブルーボサノヴァ号
※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。



03021 1月29日 晴 良 （29東京1）第2日 第9競走 ��
��1，800�セントポーリア賞

発走14時35分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：44．2
1：43．9

良
良

810 ダイワキャグニー 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486＋ 21：47．7 9．7�
44 エトルディーニュ 牡3青鹿56 田辺 裕信柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 484－ 41：48．02 9．8�
22 ジュンヴァリアス 牡3鹿 56 福永 祐一河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 芳住 鉄兵 456＋101：48．1� 7．9�
55 バ ル デ ス 牡3栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498＋12 〃 アタマ 5．6�
67 キ セ キ 牡3黒鹿56 蛯名 正義石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 496＋ 2 〃 ハナ 2．6�
78 � ベストアプローチ 牡3栗 56 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 英 Car Colston

Hall Stud 474－ 4 〃 アタマ 7．4	
11 アンノートル 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 日高 山際 辰夫 476－ 21：48．2クビ 85．3

33 ソーグリッタリング 牡3鹿 56 V．シュミノー �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 468－121：48．41	 17．7�

（仏）

811 ニシノアップルパイ 牡3鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新ひだか 棚川 光男 476＋ 4 〃 クビ 86．9�
79 コロナシオン 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 448－ 81：49．35 7．1
66 アルジャントゥイユ 牡3栗 56 柴山 雄一村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 446＋141：49．4� 149．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 82，997，300円 複勝： 100，575，300円 枠連： 27，268，700円
馬連： 173，336，900円 馬単： 79，686，400円 ワイド： 85，359，500円
3連複： 220，292，200円 3連単： 334，226，200円 計： 1，103，742，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 280円 � 280円 � 290円 枠 連（4－8） 3，600円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 930円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 28，380円

票 数

単勝票数 計 829973 的中 � 67808（6番人気）
複勝票数 計1005753 的中 � 94832（6番人気）� 95097（5番人気）� 91207（7番人気）
枠連票数 計 272687 的中 （4－8） 5859（18番人気）
馬連票数 計1733369 的中 �� 39074（19番人気）
馬単票数 計 796864 的中 �� 10010（33番人気）
ワイド票数 計 853595 的中 �� 20477（18番人気）�� 23349（17番人気）�� 32853（7番人気）
3連複票数 計2202922 的中 ��� 34006（24番人気）
3連単票数 計3342262 的中 ��� 8536（125番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．8―12．6―12．7―12．8―11．4―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―35．9―48．5―1：01．2―1：14．0―1：25．4―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F33．7

3 11－10，4（1，3，7）2（8，9）5，6
2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワキャグニー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．6 東京1着

2014．2．25生 牡3黒鹿 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 2戦2勝 賞金 17，245，000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。

03022 1月29日 曇 良 （29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，28．1．30以降29．1．22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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

45 グレーターロンドン 牡5鹿 56 田辺 裕信窪田 康志氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 468＋ 61：33．6 1．7�
56 オートクレール 牝6栗 52 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 440± 01：33．81 23．7�
33 ペルソナリテ 牝4鹿 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 61：33．9� 28．3�
44 メイクアップ 牡6栗 54 蛯名 正義岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 484＋12 〃 クビ 51．9�
68 チャンピオンルパン 牡6鹿 54 戸崎 圭太坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 484－ 21：34．0クビ 8．3�
22 レッドライジェル 牡5鹿 55 V．シュミノー �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 452＋ 6 〃 クビ 10．8	

（仏）

11 メイショウメイゲツ 牝5鹿 52 大野 拓弥松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 470＋ 41：34．1� 24．5

813 トーセンデューク 牡6鹿 56 内田 博幸島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 クビ 5．3�
711 オコレマルーナ 牡8青鹿55 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 462＋ 21：34．31� 24．5
69 	 ア イ ラ イ ン 牝5黒鹿54 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B466＋121：34．51� 36．8�
57 メドウヒルズ 牡6栗 55 柴山 雄一�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム B480＋ 6 〃 ハナ 16．8�
812 ストーミーシー 牡4栗 55 江田 照男�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 530± 01：34．71� 41．9�
710 ボンジュールココロ 牝7鹿 52 石川裕紀人田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 490± 01：35．33� 166．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 69，958，900円 複勝： 119，234，900円 枠連： 36，010，800円
馬連： 194，338，700円 馬単： 100，504，000円 ワイド： 98，225，400円
3連複： 257，087，700円 3連単： 461，509，300円 計： 1，336，869，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 420円 � 520円 枠 連（4－5） 890円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，010円 �� 5，350円

3 連 複 ��� 11，600円 3 連 単 ��� 38，230円

票 数

単勝票数 計 699589 的中 � 311276（1番人気）
複勝票数 計1192349 的中 � 524198（1番人気）� 45164（6番人気）� 35417（9番人気）
枠連票数 計 360108 的中 （4－5） 31176（4番人気）
馬連票数 計1943387 的中 �� 63574（7番人気）
馬単票数 計1005040 的中 �� 22153（10番人気）
ワイド票数 計 982254 的中 �� 29091（9番人気）�� 25524（10番人気）�� 4515（49番人気）
3連複票数 計2570877 的中 ��� 16615（40番人気）
3連単票数 計4615093 的中 ��� 8750（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．1―47．8―59．5―1：11．0―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．1
3 7－3（4，8）13，11，6（1，9）10，2（5，12） 4 7－3－（4，8）13（6，11）（1，9）（2，10）（5，12）

勝馬の
紹 介

グレーターロンドン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2015．2．14 東京1着

2012．5．23生 牡5鹿 母 ロンドンブリッジ 母母 オールフオーロンドン 6戦5勝 賞金 54，051，000円
〔騎手変更〕 ボンジュールココロ号の騎手木幡巧也は，病気のため石川裕紀人に変更。
※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。

２レース目



03023 1月29日 曇 良 （29東京1）第2日 第11競走 ��
��1，400�第31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，28．1．30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，28．1．29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 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000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
1：21．5

不良
不良

23 カフジテイク 牡5青鹿56 福永 祐一加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 484＋ 21：23．0 3．0�
35 � ベストウォーリア 牡7栗 58 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Buck Pond

Farm, Inc 520＋ 21：23．21 5．6�
713 エイシンバッケン 牡5鹿 56 岩田 康誠�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 526± 01：23．62	 7．6�
714 キングズガード 牡6鹿 56 藤岡 佑介�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 458＋ 6 〃 ハナ 9．0�
24 
 ニシケンモノノフ 牡6栗 57 横山 典弘西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 514＋ 31：23．7クビ 19．6	
47 モンドクラッセ 牡6鹿 56 丸山 元気�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 532＋ 21：23．8	 34．2

612 ブライトライン 牡8青 56 石川裕紀人�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 532－ 21：23．9	 277．3�
12 ラストダンサー 牡6青鹿56 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 446± 0 〃 クビ 18．0�
510 グレイスフルリープ 牡7栗 57 蛯名 正義前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 536－ 4 〃 ハナ 129．7
48 � ラブバレット 牡6鹿 56 山本 聡哉内山 一郎氏 菅原 勲 浦河 津島 優治 476± 01：24．0 155．2�

（岩手） （岩手）

11 ブルミラコロ 牡5鹿 56 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 526＋ 41：24．2 24．0�
815� ベストマッチョ 牡4黒鹿55 C．ルメール 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

490＋ 41：24．51 5．2�
36 グレープブランデー 牡9黒鹿58 柴田 善臣 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B524－ 91：24．6	 196．1�
611� タ ー ル タ ン 牡9芦 56 北村 宏司グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 504－ 21：25．02	 32．7�
59 コーリンベリー 牝6栗 56 松山 弘平伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 504＋ 21：25．1	 37．7�
816 ノ ボ バ カ ラ 牡5栗 57 柴田 大知�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 518＋ 91：25．63 18．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 234，438，900円 複勝： 353，871，000円 枠連： 198，147，600円 馬連： 853，496，600円 馬単： 345，349，300円
ワイド： 406，327，100円 3連複： 1，443，858，500円 3連単： 2，184，755，100円 5重勝： 630，573，900円 計： 6，650，818，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 170円 � 220円 枠 連（2－3） 720円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 360円 �� 470円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 9，330円

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

キャリーオーバー なし����� 54，830円

票 数

単勝票数 計2344389 的中 � 618928（1番人気）
複勝票数 計3538710 的中 � 849508（1番人気）� 512942（2番人気）� 337917（5番人気）
枠連票数 計1981476 的中 （2－3） 210915（3番人気）
馬連票数 計8534966 的中 �� 769124（1番人気）
馬単票数 計3453493 的中 �� 162659（1番人気）
ワイド票数 計4063271 的中 �� 310373（1番人気）�� 222855（3番人気）�� 123302（7番人気）
3連複票数 計14438585 的中 ��� 452857（3番人気）
3連単票数 計21847551 的中 ��� 169722（6番人気）
5重勝票数 計6305739 的中 ����� 8050

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．0―46．9―58．8―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフジテイク �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2015．1．17 京都10着

2012．5．13生 牡5青鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ 22戦7勝 賞金 176，395，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 スズカセクレターボ号・スーサンジョイ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりカフジテイク号は，フェブラリーステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

03024 1月29日 曇 良 （29東京1）第2日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

815 スモークフリー 牡5芦 57 横山 典弘 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 534± 01：48．3 4．6�
611 アヴニールマルシェ �5鹿 57 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 496＋ 8 〃 ハナ 3．9�
11 スパーブデイ 牡6鹿 57 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 532－ 41：48．51	 97．2�
48 ペガサスボス 牡5黒鹿57 岩田 康誠�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 538－ 2 〃 クビ 6．4�
35 フォワードカフェ 牡5黒鹿57 田辺 裕信西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 542＋ 41：48．6クビ 12．5�
713 パフォーマプロミス 牡5栗 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 ハナ 5．3	
36 ヴェラヴァルスター 牡5栗 57 戸崎 圭太保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 516－ 41：48．7
 5．6

24 ニシノジャーニー 牡4青鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 450＋ 8 〃 クビ 23．2�

714 マイネルネーベル 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 81：49．12� 74．7

612 シャインアロー �5栗 57 津村 明秀岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 468＋ 41：49．2� 77．4�
12 ダイワスキャンプ �5鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 428－ 4 〃 ハナ 41．1�
510� ハッチャンハッピー 牝4鹿 54

53 ☆石川裕紀人野嶋 祥二氏 寺島 良 様似 澤井 義一 454＋ 41：49．3� 32．5�
47 ペイシャオブロー 牡5鹿 57 江田 照男北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 508± 01：49．51	 258．1�
816 プランスシャルマン 牡4栗 56 大野 拓弥村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464＋ 81：49．6
 30．6�
23 スワンボート 牡7鹿 57 武士沢友治田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 472＋10 〃 ハナ 413．1�
59 ローレルソラン 牡9鹿 57 黛 弘人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 B464＋ 21：49．7
 373．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 109，134，100円 複勝： 149，048，500円 枠連： 63，152，400円
馬連： 295，125，300円 馬単： 122，645，500円 ワイド： 156，701，600円
3連複： 391，824，100円 3連単： 608，408，100円 計： 1，896，039，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 160円 � 1，160円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 380円 �� 5，910円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 28，110円 3 連 単 ��� 110，740円

票 数

単勝票数 計1091341 的中 � 189178（2番人気）
複勝票数 計1490485 的中 � 234527（2番人気）� 306340（1番人気）� 22750（13番人気）
枠連票数 計 631524 的中 （6－8） 62541（2番人気）
馬連票数 計2951253 的中 �� 254213（2番人気）
馬単票数 計1226455 的中 �� 49817（3番人気）
ワイド票数 計1567016 的中 �� 121323（1番人気）�� 6332（50番人気）�� 8628（41番人気）
3連複票数 計3918241 的中 ��� 10451（85番人気）
3連単票数 計6084081 的中 ��� 3983（340番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．2―49．5―1：01．8―1：14．1―1：25．7―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

スモークフリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2014．11．29 東京1着

2012．2．13生 牡5芦 母 スモークンフローリック 母母 Cherokyfrolicflash 14戦4勝 賞金 45，852，000円
〔騎手変更〕 ハッチャンハッピー号の騎手木幡巧也は，病気のため石川裕紀人に変更。

５レース目



（29東京1）第2日 1月29日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184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

245，470，000円
2，530，000円
16，640，000円
1，550，000円
29，050，000円
74，007，500円
5，056，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
772，971，600円
1，138，995，200円
491，812，900円
2，148，531，800円
965，135，600円
1，128，534，200円
3，148，880，300円
4，675，661，900円
630，573，900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 15，101，097，400円

総入場人員 32，966名 （有料入場人員 31，547名）
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