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03001 1月26日 晴 良 （31東京1）第1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

816 ロードシュタルク 牡3栗 56 F．ミナリク �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 444－ 21：21．7 18．8�
（独）

23 コウユークロガヨカ 牡3黒鹿56 大野 拓弥加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 472± 0 〃 クビ 2．3�
510 プリマヴォルタ 牝3鹿 54 O．マーフィー ディアレストクラブ� 矢野 英一 新冠 松浦牧場 428＋101：22．12 3．4�

（英）

47 シ ュ ン ラ ン 牝3黒鹿 54
53 ☆荻野 極中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 440＋ 81：22．2� 17．0�

713 モリトイナセ 牡3栗 56 武士沢友治石橋 忠之氏 堀井 雅広 新ひだか 藤原牧場 B466－ 41：22．41� 240．1�
11 トモジャドット 牡3栗 56 石川裕紀人吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 B534± 0 〃 ハナ 8．5	
815 マイティウェイ 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 山際牧場 486＋ 41：23．03	 6．3


36 ペイトリアーキー 牝3黒鹿54 西田雄一郎ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434 ―1：23．42	 56．3�

48 タカラチーター 牡3鹿 56 三浦 皇成村山 義男氏 藤原 辰雄 日高 原田牧場 452－ 4 〃 アタマ 60．7�
59 コスモアドム 牡3栗 56 柴田 大知 ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 41：23．93 23．8�
612 スタンニングモガ 牝3青 54 北村 宏司小村アセットM� 大和田 成 安平 追分ファーム 428－ 41：24．32	 27．3�
12 アーチンガイ 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 B490＋20 〃 アタマ 99．7�
611 カシノトランキーロ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也柏木 務氏 天間 昭一 青森 石田 英機 492＋10 〃 ハナ 163．3�
24 キタノローズ 牝3鹿 54 江田 照男北所 直人氏 天間 昭一 新冠 アラキフアーム 414－ 61：25．15 144．0�
35 ノアトレジャー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行佐山 公男氏 高市 圭二 新ひだか 鳥井牧場 410－ 2 〃 アタマ 214．9�
714 マ イ ン ナ ナ 牝3鹿 54 宮崎 北斗峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 藤吉牧場 388± 01：26．05 206．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，982，700円 複勝： 47，321，500円 枠連： 15，232，600円
馬連： 61，111，300円 馬単： 30，533，500円 ワイド： 47，334，900円
3連複： 90，250，900円 3連単： 109，413，500円 計： 432，180，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 280円 � 110円 � 120円 枠 連（2－8） 640円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 6，360円

ワ イ ド �� 700円 �� 650円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 18，190円

票 数

単勝票数 計 309827 的中 � 13167（6番人気）
複勝票数 計 473215 的中 � 25745（6番人気）� 138958（1番人気）� 109578（2番人気）
枠連票数 計 152326 的中 （2－8） 18410（3番人気）
馬連票数 計 611113 的中 �� 22354（7番人気）
馬単票数 計 305335 的中 �� 3597（24番人気）
ワイド票数 計 473349 的中 �� 15053（10番人気）�� 16426（8番人気）�� 76665（1番人気）
3連複票数 計 902509 的中 ��� 43138（3番人気）
3連単票数 計1094135 的中 ��� 4360（50番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―18．2―29．9―42．7―55．5―1：08．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．8―3F39．0
3 1（3，4）（10，16）－11，15（2，7）（14，9，12）8－13－6，5 4 1，3（10，4）16－（11，15，9）12－7，2（8，14）－13，6－5

勝馬の
紹 介

ロードシュタルク �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2018．6．9 東京14着

2016．2．15生 牡3栗 母 エンジェリックレイ 母母 レディバラード 6戦1勝 賞金 6，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マインナナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月26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。

03002 1月26日 晴 良 （31東京1）第1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
1：21．5
1：20．3

重
不良

611 ダンホーキラー 牡3青鹿56 三浦 皇成ドラゴンヒルズホースクラブ 鹿戸 雄一 新冠 村田牧場 436 ―1：28．6 5．3�
59 ペイシャジュエル 牡3芦 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 新冠 ラツキー牧場 474 ―1：29．13 21．9�
24 カッチョエペペ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 442 ―1：29．31 12．1�
612 ガ ウ ナ 牝3栗 54 田中 勝春酒井 喜生氏 久保田貴士 浦河 小林 仁 488 ―1：30．15 9．9�
35 ヤマトフェニックス 牝3鹿 54 勝浦 正樹醍醐 徹氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 454 ―1：30．2クビ 2．7�
11 キ ン シ ロ ウ 牡3栗 56 嘉藤 貴行岡 浩二氏 岩戸 孝樹 日高 野島牧場 494 ― 〃 アタマ 7．6�
815 ワンダースピリッツ 牝3青 54

53 ☆武藤 雅 IHR 中舘 英二 新ひだか 田中 裕之 442 ― 〃 ハナ 13．7	
48 バームブラック 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 422 ―1：30．3クビ 60．3�
36 アイアンユウキャン 牡3鹿 56 江田 照男池上 一馬氏 本間 忍 新ひだか 原口牧場 536 ―1：30．51� 8．7�
12 ヒロリリイブ 牝3栗 54 伊藤 工真石川 博氏 金成 貴史 新冠 小泉牧場 496 ―1：30．6� 12．6
714 マロンクルール 牝3栗 54 柴田 善臣 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 404 ―1：30．7クビ 61．3�
23 ラ ス ボ ス 牡3鹿 56 的場 勇人 
CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 日高 碧雲牧場 484 ―1：30．91� 93．0�
713 チヨビッグシー 牝3黒鹿54 村田 一誠�向別牧場 古賀 史生 千歳 社台ファーム 426 ―1：31．11� 111．5�
47 キョウエイパントル 牝3鹿 54 北村 宏司田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム 416 ―1：32．37 89．3�
816 スパローリズム 牝3鹿 54 杉原 誠人吉田 勝利氏 天間 昭一 新ひだか キヨタケ牧場 440 ― 〃 クビ 151．8�
510 ブリリアントモア 牝3鹿 54 西村 太一冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 458 ―1：32．51� 283．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，558，900円 複勝： 36，481，900円 枠連： 16，911，900円
馬連： 49，140，500円 馬単： 24，115，100円 ワイド： 35，601，800円
3連複： 66，627，000円 3連単： 76，247，100円 計： 332，684，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 520円 � 330円 枠 連（5－6） 4，710円

馬 連 �� 8，480円 馬 単 �� 13，790円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 1，080円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 25，530円 3 連 単 ��� 171，140円

票 数

単勝票数 計 275589 的中 � 41176（2番人気）
複勝票数 計 364819 的中 � 54484（2番人気）� 15831（9番人気）� 28353（6番人気）
枠連票数 計 169119 的中 （5－6） 2779（15番人気）
馬連票数 計 491405 的中 �� 4487（28番人気）
馬単票数 計 241151 的中 �� 1311（51番人気）
ワイド票数 計 356018 的中 �� 4390（28番人気）�� 8740（14番人気）�� 3413（32番人気）
3連複票数 計 666270 的中 ��� 1957（73番人気）
3連単票数 計 762471 的中 ��� 323（436番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．7―37．5―51．2―1：04．1―1：16．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンホーキラー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 カコイーシーズ 初出走

2016．5．20生 牡3青鹿 母 モ ガ ミ ヒ メ 母母 モガミポイント 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の25頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）25頭 アヴェントゥリスト号・アクルックス号・アズールスカイ号・オキミヤゲ号・カシノブレンド号・キスオブライフ号・

キタサンテンビー号・キュートアクトレス号・サンウォータールー号・ジャングルキッド号・スーパーロキ号・
タイガーストライプ号・タイキリヴェール号・タイセイガニアン号・タマモジャイブ号・ビバーチェランラン号・
フィストバンプ号・ブルーコーラル号・フロントライン号・ペイシャキュウ号・マーベラスアゲン号・
ミッキーセオリー号・ミニオンペール号・ランランコハク号・ロードトゥドラゴン号

第１回 東京競馬 第１日



03003 1月26日 晴 良 （31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）

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

47 リ ー ヴ ル 牡3栗 56 三浦 皇成�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 81：39．9 6．2�

11 トゥーフラッシー 牝3鹿 54 蛯名 正義西森 鶴氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 460＋ 2 〃 クビ 3．9�
612 オンザウェイ 牡3栗 56 田辺 裕信久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 522＋ 81：40．0クビ 12．8�
36 マックスアドバンス 牡3青鹿56 北村 宏司柳内 正基氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 488－121：41．610 35．9�
611 ボヘミアラプソディ 牡3鹿 56 O．マーフィー 平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476－ 21：41．81 3．1�

（英）

713 パーティーアニマル 牡3鹿 56
55 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 438－ 41：42．22� 207．1	

815 アービルビエント 牡3青鹿 56
55 ☆荻野 極柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 512± 01：42．41 12．1


59 ユイノコッペパン 牡3栗 56 大野 拓弥由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 柏木 一則 440＋161：42．5クビ 16．0�
48 タカラパーティ 牝3鹿 54 横山 和生村山 義男氏 藤原 辰雄 浦河 宮内牧場 510 ―1：42．92� 50．6�
12 カメットテソーロ 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新冠 村上 欽哉 526＋161：43．11 16．1

510 ケイアイネイビー 牡3栗 56
54 △野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 452－ 6 〃 クビ 7．4�

35 ゴールドヒューズ �3鹿 56 的場 勇人藤田 孟司氏 的場 均 新冠 川上牧場 500＋ 41：43．73� 61．5�
816 ウ イ ン ロ ノ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 482－ 61：44．34 96．4�
24 ギ ュ ウ ホ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 440－ 41：44．51 325．2�
714 パ ゴ ダ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 442－ 41：45．03 261．7�
23 ロマンチョウサン 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅�チョウサン 松永 康利 平取 坂東牧場 442＋ 21：46．9大差 57．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，870，700円 複勝： 42，310，900円 枠連： 16，108，900円
馬連： 58，450，800円 馬単： 28，205，200円 ワイド： 43，692，400円
3連複： 80，305，100円 3連単： 95，186，000円 計： 396，130，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 230円 � 160円 � 370円 枠 連（1－4） 1，050円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，480円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 27，650円

票 数

単勝票数 計 318707 的中 � 40541（3番人気）
複勝票数 計 423109 的中 � 46641（4番人気）� 84903（2番人気）� 24332（7番人気）
枠連票数 計 161089 的中 （1－4） 11783（5番人気）
馬連票数 計 584508 的中 �� 31807（4番人気）
馬単票数 計 282052 的中 �� 8718（6番人気）
ワイド票数 計 436924 的中 �� 19052（5番人気）�� 7337（17番人気）�� 10326（13番人気）
3連複票数 計 803051 的中 ��� 10643（16番人気）
3連単票数 計 951860 的中 ��� 2495（79番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．3―13．0―13．4―12．9―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．0―35．3―48．3―1：01．7―1：14．6―1：27．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ー ヴ ル �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．20 東京13着

2016．1．29生 牡3栗 母 プ ラ ー ジ ュ 母母 テ ィ テ ィ ス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 ロマンチョウサン号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パゴダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月26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26日 晴 良 （31東京1）第1日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時40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

813 リープリングスター 牡3鹿 56 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 558＋201：39．4 3．4�
34 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡3白 56 O．マーフィー 金子真人ホールディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 クビ 4．6�

（英）

610 ヒミノブルー 牡3青鹿 56
55 ☆武藤 雅佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 500－121：39．61 25．8�

69 ペイシャリルキス 牡3鹿 56
53 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 様似 清水スタッド 480－ 2 〃 ハナ 36．7�

46 グランソヴァール 牡3芦 56 田辺 裕信広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 508＋14 〃 ハナ 5．5�
33 グトルフォス 牡3鹿 56 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 512＋ 21：39．81� 14．2	
712 グリューネリヒト 牡3鹿 56 大野 拓弥 
サンデーレーシング 高木 登 安平 ノーザンファーム 492＋141：40．01 6．9�
57 セイカヤマノ 牡3黒鹿56 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B494＋ 21：40．21� 25．3�
814 アンジェリーブル 牝3栗 54 柴田 善臣
グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442± 01：40．3クビ 57．8
45 バンブトンハート 牝3青鹿54 田中 勝春樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 502± 01：40．4� 44．8�
711 ヘ ニ ッ ヒ 牡3黒鹿56 内田 博幸小田 吉男氏 武井 亮 新冠 新冠橋本牧場 482＋201：40．82� 86．3�
58 ガ ン ケ ン 牡3黒鹿56 横山 典弘岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 510－ 8 〃 ハナ 14．4�
11 タンクティーエー 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 日高 下河辺牧場 B540± 01：40．9� 146．8�
22 � スマートグランダム 牝3栗 54 F．ミナリク大川 徹氏 加藤 征弘 加 Josham Farms

Limited 512± 01：41．64 8．7�
（独）

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，679，800円 複勝： 69，778，100円 枠連： 18，811，300円
馬連： 82，100，900円 馬単： 38，138，500円 ワイド： 60，964，900円
3連複： 117，202，000円 3連単： 129，839，300円 計： 561，514，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 170円 � 480円 枠 連（3－8） 550円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，130円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 16，710円

票 数

単勝票数 計 446798 的中 � 104884（1番人気）
複勝票数 計 697781 的中 � 124756（1番人気）� 120377（2番人気）� 28257（9番人気）
枠連票数 計 188113 的中 （3－8） 26265（1番人気）
馬連票数 計 821009 的中 �� 82780（1番人気）
馬単票数 計 381385 的中 �� 19274（2番人気）
ワイド票数 計 609649 的中 �� 44926（1番人気）�� 13201（15番人気）�� 9161（20番人気）
3連複票数 計1172020 的中 ��� 22677（10番人気）
3連単票数 計1298393 的中 ��� 5631（33番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．1―12．8―13．2―12．6―12．3―12．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F37．8
3 ・（6，14）（9，13）（8，11）12，4（5，10）1（3，7）2 4 ・（6，14）13（9，12）（8，11，10）（1，4，7）（3，5，2）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

リープリングスター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grand Slam デビュー 2018．7．29 札幌1着

2016．2．29生 牡3鹿 母 オールザウェイベイビー 母母 Lustily 3戦2勝 賞金 18，260，000円
〔その他〕 グリューネリヒト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 グリューネリヒト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年2月26日まで出走できない。
※グランソヴァール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



03005 1月26日 晴 良 （31東京1）第1日 第5競走 ��2，400�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
2：20．6
2：20．6

良
良

611 ピ ン シ ェ ル 牡3鹿 56 横山 典弘岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞�湖 レイクヴィラファーム 522＋ 42：27．6 9．0�
46 オウケンインザサン 牡3青 56 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 472－ 22：27．81� 44．7�
34 タイキウォレス 牡3芦 56 O．マーフィー �大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 462＋ 6 〃 アタマ 7．2�
（英）

35 エクスプローシブ 牡3栗 56 石橋 脩 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456± 02：27．9� 15．8�

58 マイネルミュトス 牡3青 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 2 〃 クビ 3．0	

814 イ サ ク 牡3青鹿56 F．ミナリクゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470＋ 22：28．0� 3．4


（独）

815 ヤギリオーディン 牡3黒鹿56 田辺 裕信内田ヤエ子氏 小西 一男 新冠 有限会社 大
作ステーブル 500－ 22：28．1クビ 24．6�

22 エールディヴァン 牡3鹿 56 岩田 康誠�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 504－ 4 〃 クビ 8．8�
23 ロ ネ ガ ン 牡3黒鹿56 F．ブロンデル田島榮二郎氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 512－ 62：28．63 128．9

（仏）

712 ブラザーサン 牡3栗 56 的場 勇人海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 402－ 82：28．81� 395．3�
11 ゲインスプレマシー 牡3鹿 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：29．01 9．0�
713 ミサトテスコ 牝3鹿 54 武士沢友治戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 木村 秀則 434± 02：29．31� 291．8�
59 ショウチクバイ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 宗像 義忠 新冠 小泉 学 486－ 2 〃 アタマ 308．7�
610 リ ゼ ブ ル ー 牝3芦 54 勝浦 正樹飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 482± 02：29．4� 139．2�
47 マイネルゾンターク 牡3栃栗56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 勢司 和浩 新冠 村上 進治 466＋ 42：30．14 289．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 40，133，000円 複勝： 58，926，000円 枠連： 16，298，600円
馬連： 73，433，000円 馬単： 34，518，300円 ワイド： 50，118，300円
3連複： 93，974，300円 3連単： 120，018，200円 計： 487，419，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 280円 � 1，030円 � 250円 枠 連（4－6） 8，660円

馬 連 �� 18，950円 馬 単 �� 31，450円

ワ イ ド �� 5，020円 �� 1，150円 �� 4，160円

3 連 複 ��� 47，300円 3 連 単 ��� 303，180円

票 数

単勝票数 計 401330 的中 � 35541（6番人気）
複勝票数 計 589260 的中 � 57659（5番人気）� 12559（9番人気）� 67281（3番人気）
枠連票数 計 162986 的中 （4－6） 1457（21番人気）
馬連票数 計 734330 的中 �� 3003（31番人気）
馬単票数 計 345183 的中 �� 823（60番人気）
ワイド票数 計 501183 的中 �� 2527（33番人気）�� 11566（15番人気）�� 3058（30番人気）
3連複票数 計 939743 的中 ��� 1490（88番人気）
3連単票数 計1200182 的中 ��� 287（505番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．8―12．1―12．2―12．5―12．5―12．2―12．4―11．8―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．3―37．1―49．2―1：01．4―1：13．9―1：26．4―1：38．6―1：51．0―2：02．8―2：15．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．6
1
3
6，9（7，11）（3，10，14）1（4，15）－13，5，8，2＝12
6，9＝7，11（3，10，14）（1，4）（5，15，8）－13－2－12

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

勝馬の
紹 介

ピ ン シ ェ ル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2018．10．7 東京6着

2016．2．29生 牡3鹿 母 メジロドーベル 母母 メジロビユーテイー 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03006 1月26日 晴 良 （31東京1）第1日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時00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
1：44．2
1：43．9

良
良

69 セ リ ユ ー ズ 牝3鹿 54 O．マーフィー �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514＋ 81：47．0 1．8�
（英）

44 グレイテスト 牝3芦 54 F．ミナリク荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 464＋ 41：47．74 3．2�
（独）

711 トーセングラン 牡3鹿 56 三浦 皇成島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 430＋ 21：47．8� 5．3�

45 マイネルステレール 牡3鹿 56
54 △野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 41：48．12 17．7	
22 ランペドゥーザ 牝3栗 54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466－ 21：48．31� 107．3

11 キャンディスイート 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 450－121：48．4	 16．4�
812
 サウスブルーグラス 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅越村 哲男氏 久保田貴士 米 Winches-
ter Farm 452＋ 81：48．5	 30．8�

68 ミエノカムカム 牡3鹿 56 北村 宏司里見美惠子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 454－ 41：48．71� 192．8
813 マイネルセリオン 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 石郷岡 雅樹 B446± 01：48．9	 66．4�
33 ギャップオブリアル 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 454－ 61：49．43 526．2�
57 ミレニアムドリーム 牡3鹿 56 内田 博幸岡田 牧雄氏 栗田 博憲 浦河 山田 昇史 546± 01：50．78 335．6�
56 ヤマニンベイパー 牡3黒鹿56 武士沢友治土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 502＋ 41：51．01	 51．5�
710 ト ワ レ 牝3鹿 54 田中 勝春臼井義太郎氏 畠山 吉宏 平取 二風谷ファーム 432－ 41：52．06 352．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，797，800円 複勝： 79，748，900円 枠連： 16，938，500円
馬連： 72，273，300円 馬単： 39，141，500円 ワイド： 51，797，800円
3連複： 97，117，900円 3連単： 160，545，400円 計： 567，361，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（4－6） 220円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 130円 �� 180円 �� 240円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 1，120円

票 数

単勝票数 計 497978 的中 � 217277（1番人気）
複勝票数 計 797489 的中 � 363795（1番人気）� 181057（2番人気）� 97676（3番人気）
枠連票数 計 169385 的中 （4－6） 58989（1番人気）
馬連票数 計 722733 的中 �� 200926（1番人気）
馬単票数 計 391415 的中 �� 65818（1番人気）
ワイド票数 計 517978 的中 �� 130780（1番人気）�� 67604（2番人気）�� 43645（3番人気）
3連複票数 計 971179 的中 ��� 225620（1番人気）
3連単票数 計1605454 的中 ��� 103484（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．0―47．9―59．9―1：12．2―1：23．6―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

セ リ ユ ー ズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Concorde’s Tune デビュー 2018．9．2 新潟3着

2016．3．4生 牝3鹿 母 ミュージカルロマンス 母母 Candlelightdinner 4戦1勝 賞金 10，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トワレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月26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。



03007 1月26日 晴 良 （31東京1）第1日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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
1：21．5
1：20．3

重
不良

714 モリトユウブ 牡4鹿 56 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 498± 01：26．5 6．4�
510 ハーモニーライズ 牡4黒鹿56 大野 拓弥日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 500－ 6 〃 クビ 5．8�
713� クリップスプリンガ 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 452＋ 41：26．6クビ 16．6�
816 ラ ン パ ク 牡4芦 56 三浦 皇成一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 494－ 41：26．91� 4．6�
36 スズカハイルーラー 牡6栗 57

55 △菊沢 一樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B464＋ 2 〃 クビ 24．8�
23 ラインアストリア 牝4鹿 54

53 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム B482＋ 21：27．0クビ 153．1�
611 ランプルール �5黒鹿57 内田 博幸吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468± 01：27．1	 4．7	
612 ナイツブリッジ 牡4黒鹿56 岩田 康誠村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 508± 0 〃 クビ 10．9

12 ナイトジュレップ 牡4栗 56 O．マーフィー �ノルマンディーサラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 490＋101：27．31 13．0�

（英）

35 グリズリダンス 牝4鹿 54 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 474＋ 81：27．4	 77．9
47 サンマルバロン �7栗 57 柴田 善臣相馬 勇氏 和田 勇介 日高 三城牧場 480－ 4 〃 アタマ 68．4�
815 バットオールソー 牡4栗 56

54 △野中悠太郎久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋161：27．5� 51．2�

11 ガッテンパートナー 牡5栗 57 江田 照男大島 芳子氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 468－ 61：27．82 232．4�
59 ゴ ム マ リ 牝4黒鹿54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 476＋201：27．9	 59．0�
48 グランドピルエット 牝4鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 482－ 21：28．43 6．6�
24 � パーセプション 牡5黒鹿57 菅原 隆一本田 恒雄氏 南田美知雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 544± 01：29．99 181．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，529，800円 複勝： 60，820，600円 枠連： 21，340，100円
馬連： 85，518，400円 馬単： 37，034，600円 ワイド： 60，336，700円
3連複： 121，915，200円 3連単： 131，618，300円 計： 554，113，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 190円 � 460円 枠 連（5－7） 1，070円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，300円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 5，420円 3 連 単 ��� 25，790円

票 数

単勝票数 計 355298 的中 � 44080（4番人気）
複勝票数 計 608206 的中 � 77009（4番人気）� 91591（3番人気）� 28204（8番人気）
枠連票数 計 213401 的中 （5－7） 15420（6番人気）
馬連票数 計 855184 的中 �� 52622（1番人気）
馬単票数 計 370346 的中 �� 11644（1番人気）
ワイド票数 計 603367 的中 �� 33328（2番人気）�� 11553（16番人気）�� 11170（17番人気）
3連複票数 計1219152 的中 ��� 16844（17番人気）
3連単票数 計1316183 的中 ��� 3700（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―36．0―48．9―1：01．5―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モリトユウブ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．6．18 東京5着

2015．3．14生 牡4鹿 母 パールイアリング 母母 フェルメールブルー 15戦2勝 賞金 20，340，000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。
（非抽選馬） 3頭 スマートアムール号・デルマカミカゼ号・ライクアロケット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03008 1月26日 晴 良 （31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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

78 アドマイヤビクター 牡4鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512－ 62：12．0 1．6�
79 � リゾネーター 	5鹿 57

56 ☆木幡 巧也 �シルクレーシング 牧 光二 米 Hubert
Vester B540＋ 22：12．63
 7．8�

66 ミラクルブラッド 牝4鹿 54 大野 拓弥芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 444± 02：13．02
 20．2�
44 クロノスタシス 牡6芦 57 F．ブロンデル �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 548＋ 62：13．31
 23．7�

（仏）

810 ヴィジョンオブラヴ 牡4青鹿56 三浦 皇成大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 490－ 42：13．51 51．6�
67 ダウンザライン 牡5芦 57 横山 典弘	Basic 小野 次郎 新冠 ラツキー牧場 480± 0 〃 クビ 12．6

22 � スターライトブルー 牡5黒鹿 57

56 ☆荻野 極青芝商事	 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500－ 4 〃 クビ 46．8�

33 シ ベ リ ウ ス 牡6栗 57 横山 和生浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 476＋ 42：13．81� 373．5�
811 ウォーターマーズ 	5芦 57 内田 博幸山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 B516± 02：14．86 17．9
11 サトノディード 牡4青鹿56 O．マーフィー 	サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 508＋ 22：16．18 4．0�

（英）

55 オワゾードール 牡4鹿 56
55 ☆武藤 雅 Viridian Keiba Club 久保田貴士 千歳 社台ファーム 474± 02：16．2クビ 171．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 57，719，700円 複勝： 97，026，500円 枠連： 19，411，600円
馬連： 97，300，700円 馬単： 55，107，500円 ワイド： 64，295，600円
3連複： 118，515，800円 3連単： 216，384，700円 計： 725，762，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 310円 枠 連（7－7） 520円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 290円 �� 610円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 5，750円

票 数

単勝票数 計 577197 的中 � 276409（1番人気）
複勝票数 計 970265 的中 � 499651（1番人気）� 86160（3番人気）� 39126（6番人気）
枠連票数 計 194116 的中 （7－7） 28818（2番人気）
馬連票数 計 973007 的中 �� 148398（2番人気）
馬単票数 計 551075 的中 �� 61461（2番人気）
ワイド票数 計 642956 的中 �� 63774（2番人気）�� 26160（8番人気）�� 11549（18番人気）
3連複票数 計1185158 的中 ��� 32109（9番人気）
3連単票数 計2163847 的中 ��� 27261（15番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．5―31．4―43．8―56．3―1：09．0―1：21．8―1：34．7―1：47．2―1：59．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤビクター �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．6．25 阪神4着

2015．2．8生 牡4鹿 母 ツィンクルヴェール 母母 ツィンクルブライド 5戦3勝 賞金 24，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 サトノディード号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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26日 曇 良 （31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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

66 ヴ ァ ロ ー ア 牝7鹿 55 内田 博幸�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 474＋ 41：37．8 14．9�
810 クレマンダルザス �6鹿 57 荻野 極吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466± 01：38．11	 4．6�
55 レッドオルバース 牡7栗 57 O．マーフィー �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 520＋101：38．2	 4．0�

（英）

33 イダペガサス 牡4栗 56 石川裕紀人張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：38．3
 5．0�
44 ビックリシタナモー 牡5黒鹿57 三浦 皇成小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 504－ 41：38．4	 11．1	
77 スピーディクール 牡5栗 57 田辺 裕信ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 500± 01：38．5
 15．2

78 � スウィングビート 牡4鹿 56 F．ミナリク �社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 488＋ 21：38．7	 3．6�

（独）

22 バ レ ッ テ ィ �5鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 514－ 2 〃 クビ 12．3�
89 ワトソンクリック 牡7鹿 57 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 530＋241：39．65 287．7
11 ディアコンチェルト 牡7黒鹿57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 464＋ 21：43．0大差 91．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 50，393，300円 複勝： 78，608，100円 枠連： 17，125，000円
馬連： 113，326，400円 馬単： 50，822，000円 ワイド： 68，980，800円
3連複： 149，048，300円 3連単： 207，168，600円 計： 735，472，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 320円 � 160円 � 150円 枠 連（6－8） 2，680円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 8，410円

ワ イ ド �� 860円 �� 900円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 30，170円

票 数

単勝票数 計 503933 的中 � 26980（7番人気）
複勝票数 計 786081 的中 � 47123（8番人気）� 135714（2番人気）� 163553（1番人気）
枠連票数 計 171250 的中 （6－8） 4943（11番人気）
馬連票数 計1133264 的中 �� 27019（19番人気）
馬単票数 計 508220 的中 �� 4527（42番人気）
ワイド票数 計 689808 的中 �� 19541（15番人気）�� 18717（18番人気）�� 55037（2番人気）
3連複票数 計1490483 的中 ��� 32019（14番人気）
3連単票数 計2071686 的中 ��� 4977（138番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．1―12．5―12．5―12．2―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．5―49．0―1：01．5―1：13．7―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F36．3
3 5，6（2，8，7）（3，10）（1，4）9 4 ・（5，6）（2，8，3，7）10，4，1，9

勝馬の
紹 介

ヴ ァ ロ ー ア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Tobougg デビュー 2015．2．15 東京6着

2012．3．28生 牝7鹿 母 ボーントゥブーギー 母母 Braissim 26戦4勝 賞金 76，208，000円
〔その他〕 ディアコンチェルト号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕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。
※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26日 曇 良 （31東京1）第1日 第10競走 ��
��1，400�クロッカスステークス（Ｌ）

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，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

77 ディキシーナイト 牡3鹿 56 O．マーフィー �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 524－ 41：22．2 3．4�
（英）

66 ルガールカルム 牝3鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：22．3	 3．9�
44 ド ゴ ー ル 牡3鹿 56 石橋 脩 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 468＋101：22．4
 5．0�
89 ヘイワノツカイ 牡3栗 56 大野 拓弥星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 456－ 4 〃 クビ 8．3�
11 カ ル リ ー ノ 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 498－ 41：22．5
 4．7	
22 � デンバーテソーロ 牝3栗 54 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 加 Debbie Collum &
Patricia Fairbairn 452－ 21：22．71� 11．7


33 ジャカランダシティ 牡3青鹿57 荻野 極吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 466＋221：22．91 21．6�
810 オトナノジジョウ 牝3栗 54 F．ミナリク内田 玄祥氏 森 秀行 新冠 中地 広大 430－ 6 〃 クビ 23．6�

（独）

55 クロムウェル 牡3栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 432＋201：23．75 296．3
78 ニ ヴ ィ ア ン 牝3鹿 54 武藤 雅岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 466＋221：24．44 208．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 62，452，300円 複勝： 76，571，700円 枠連： 21，466，500円
馬連： 141，839，700円 馬単： 62，205，000円 ワイド： 73，976，900円
3連複： 160，592，200円 3連単： 262，616，700円 計： 861，721，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 140円 � 150円 枠 連（6－7） 670円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 280円 �� 300円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 5，450円

票 数

単勝票数 計 624523 的中 � 144240（1番人気）
複勝票数 計 765717 的中 � 162160（1番人気）� 133638（2番人気）� 123181（4番人気）
枠連票数 計 214665 的中 （6－7） 24486（1番人気）
馬連票数 計1418397 的中 �� 140264（2番人気）
馬単票数 計 622050 的中 �� 29958（3番人気）
ワイド票数 計 739769 的中 �� 68022（2番人気）�� 63413（3番人気）�� 51568（5番人気）
3連複票数 計1605922 的中 ��� 101734（3番人気）
3連単票数 計2626167 的中 ��� 34932（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．5―48．0―59．7―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディキシーナイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2018．7．15 函館2着

2016．2．23生 牡3鹿 母 カメリアローズ 母母 カプリコーン 5戦2勝 賞金 34，565，000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。



03011 1月26日 曇 良 （31東京1）第1日 第11競走 ��
��2，000�

し ら ふ じ

白富士ステークス（Ｌ）
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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

22 ブラックスピネル 牡6黒鹿56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B510± 01：59．3 15．4�
11 トリコロールブルー 牡5青鹿56 岩田 康誠 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498－ 21：59．61	 5．5�
66 アップクォーク 牡6黒鹿56 O．マーフィー �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 518＋121：59．7	 2．3�

（英）

33 ダイワキャグニー 牡5黒鹿56 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 500± 01：59．91
 3．6�
88 ナスノセイカン 牡7鹿 56 大野 拓弥�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 494＋ 82：00．0
 40．7	
77 エ ン ジ ニ ア 牡6鹿 56 F．ミナリク髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 484＋ 2 〃 クビ 11．3

（独）

89 アドマイヤアルバ 牡4鹿 55 田辺 裕信近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474－ 42：00．21� 6．7�
55 マイネルサージュ 牡7鹿 58 石橋 脩 �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 520＋ 42：00．73 25．3
44 スピリッツミノル 牡7栗 56 北村 宏司吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 508＋122：02．5大差 127．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 114，909，600円 複勝： 110，938，400円 枠連： 36，040，900円
馬連： 270，175，600円 馬単： 124，209，200円 ワイド： 143，547，000円
3連複： 324，496，100円 3連単： 639，140，200円 計： 1，763，457，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 280円 � 160円 � 120円 枠 連（1－2） 3，030円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 7，320円

ワ イ ド �� 830円 �� 720円 �� 220円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 29，950円

票 数

単勝票数 計1149096 的中 � 59605（6番人気）
複勝票数 計1109384 的中 � 70374（6番人気）� 162918（3番人気）� 329545（1番人気）
枠連票数 計 360409 的中 （1－2） 9217（14番人気）
馬連票数 計2701756 的中 �� 68048（13番人気）
馬単票数 計1242092 的中 �� 12723（27番人気）
ワイド票数 計1435470 的中 �� 39458（14番人気）�� 45600（11番人気）�� 200204（1番人気）
3連複票数 計3244961 的中 ��� 75460（12番人気）
3連単票数 計6391402 的中 ��� 15471（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―35．9―48．3―1：00．9―1：13．2―1：25．2―1：36．5―1：47．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

ブラックスピネル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．7．19 中京1着

2013．2．14生 牡6黒鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 23戦5勝 賞金 184，772，000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26日 曇 良 （31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

59 ソロフレーズ 牡4青鹿56 田辺 裕信ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484＋ 21：34．3 3．4�

815 テンワールドレイナ 牝4栗 54 O．マーフィー 天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 472－ 21：34．4� 3．0�
（英）

714 レッドイリーゼ 牝4青鹿54 F．ブロンデル �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 442－ 21：34．5� 10．4�
（仏）

612 アイアムヒメ 牝4栗 54 江田 照男玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 B454＋ 41：34．71	 188．5�
510 ア ビ ー ム 牝4青鹿54 F．ミナリク �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 456－ 4 〃 クビ 6．8�

（独）

611 ファストライフ 牝4栗 54 北村 宏司石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 446＋ 21：34．8
 12．8	
24 � ディスパーション 牝5栗 55

53 △野中悠太郎村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 クビ 23．0

23 ラ ン ス マ ン �4鹿 56

55 ☆荻野 極吉田 勝己氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 566＋141：35．01	 10．9�

12 エピックスター �4鹿 56 柴田 善臣子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 440－ 61：35．21
 59．8�
36 ダークナイトムーン 牡4鹿 56

55 ☆武藤 雅 社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B480＋ 4 〃 同着 15．7�

35 レッドアーサー �5黒鹿57 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 464－ 21：35．3
 23．0�
816 ヘッドストリーム �4栗 56 大野 拓弥犬塚悠治郎氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：35．4
 118．8�
47 ケ ル ベ ロ ス 牡6黒鹿57 三浦 皇成菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 456＋161：35．82
 34．5�
48 � リーゼントシャルフ 牡5鹿 57 内田 博幸三浦 大輔氏 林 徹 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 クビ 180．8�
713 カラリエーヴァ 牝4鹿 54 宮崎 北斗天堀 忠博氏 中川 公成 新冠 芳住 鉄兵 474－ 41：36．54 173．3�
11 � ダイヤグラム 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也小田 吉男氏 的場 均 日高 天羽 禮治 520＋ 11：36．6クビ 309．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 86，288，000円 複勝： 111，248，800円 枠連： 50，049，700円
馬連： 205，173，500円 馬単： 85，443，800円 ワイド： 133，866，900円
3連複： 289，259，000円 3連単： 374，362，600円 計： 1，335，692，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 140円 � 200円 枠 連（5－8） 340円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 240円 �� 560円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 6，730円

票 数

単勝票数 計 862880 的中 � 200546（2番人気）
複勝票数 計1112488 的中 � 225264（2番人気）� 238246（1番人気）� 110735（4番人気）
枠連票数 計 500497 的中 （5－8） 110975（1番人気）
馬連票数 計2051735 的中 �� 295307（1番人気）
馬単票数 計 854438 的中 �� 54294（2番人気）
ワイド票数 計1338669 的中 �� 160894（1番人気）�� 55077（5番人気）�� 75416（3番人気）
3連複票数 計2892590 的中 ��� 130537（2番人気）
3連単票数 計3743626 的中 ��� 40292（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．0―46．9―59．2―1：11．1―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソロフレーズ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Pivotal デビュー 2017．10．28 東京12着

2015．5．13生 牡4青鹿 母 パラフレーズ 母母 Epitome 10戦2勝 賞金 21，550，000円
※アイアムヒメ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



（31東京1）第1日 1月26日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

234，440，000円
5，130，000円
22，920，000円
960，000円

25，920，000円
65，099，000円
4，212，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
632，315，600円
869，781，400円
265，735，600円
1，309，844，100円
609，474，200円
834，514，000円
1，709，303，800円
2，522，540，600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 8，753，509，300円

総入場人員 22，596名 （有料入場人員 21，490名）
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