
００００１ １月５日 曇 良 （１８中山１）第１日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・右）

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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１３� アンダンテシチー 牝３黒鹿５４ 中舘 英二 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 門別 富川田中牧場 ４３８＋ ２１：１３．５ １１．７�

８１５� ウエルアウェイ 牝３鹿 ５４
５２ △津村 明秀ディアレスト 田村 康仁 平取 広川牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ ８．７�

１１ � バクシンキータ 牝３鹿 ５４ 高山 太郎酒井 秀男氏 佐藤 全弘 三石 パシフイツク
牧場 ４４２＋ ４１：１４．０３ ５．３�

４７ ミサトアロー 牝３鹿 ５４ D．バルジュー戸部 洋氏 根本 康広 静内 伊藤 昭次 ４６８－ ４１：１４．７４ ４２．９�
（伊）

１２ ブルーポラリス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司 �荻伏レーシング・クラブ 平井 雄二 新冠 川上牧場 ４５２＋ ６１：１５．０１� ３．０�
２４ � ダノンクラフト 牝３芦 ５４ 吉田 豊�ダノックス 戸田 博文 浦河 富田牧場 ４８８－ ８ 〃 クビ ２０．８�
２３ � スミノバンビーナ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春長井 純一氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ４６４－ ４１：１５．３２ ３．３	
３５ ウエスタンドール 牝３鹿 ５４

５３ ☆石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ４３０± ０１：１５．４� ２４１．４

８１６ ダイヤソニック 牝３鹿 ５４

５１ ▲高野 和馬 �ダイヤモンドファーム 小桧山 悟 浦河 市川牧場 ４２６＋１６１：１５．６１� ２４３．４�
６１１ アルプスアザミ 牝３栗 ５４ 郷原 洋司橋本 忠雄氏 郷原 洋行 平取 坂東牧場 ４３２－ ８１：１６．２３� ２１４．６
５９ オンワードヨシノ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信樫山 ハル氏 内藤 一雄 浦河 オンワード牧場 ４１２－１２１：１６．３� ２０８．５�
７１４� ウインヴィーナス 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：１６．５１� ８．７�
５１０� プリヴェーリング 牝３青鹿５４ 池田 鉄平岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 出羽牧場 ４３６－ ２１：１６．７１� ６１．５�
３６ �� コスモアテナ 牝３鹿 ５４ 江田 照男岡田美佐子氏 星野 忍 門別 戸川牧場 ４１０－１０１：１７．６５ ２２６．０�
６１２� グリュックフェー 牝３鹿 ５４

５２ △丹内 祐次飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ４２２－ ６１：１７．８１ ２４６．７�
４８ クイーンルージュ 牝３鹿 ５４

５１ ▲吉田 隼人金田 成基氏 谷原 義明 新冠 山岡ファーム ３９０－３４１：１８．５４ ３７０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，２６９，７００円 複勝： １４，３０７，８００円 枠連： ２１，３１９，６００円

普通馬連： ７２，３８７，９００円 馬単： ６７，６３９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５１５，９００円

３連複： ８１，３９８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２８３，８３９，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � ３１０円 � ２６０円 � ２１０円 枠 連（７－８） １，４１０円

普通馬連 �� ３，０４０円 馬 単 �� ６，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ９４０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ４，３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１２６９７ 的中 � ７６４０（６番人気）
複勝票数 計 １４３０７８ 的中 � １１５９４（５番人気）� １４２７３（４番人気）� １９９４１（３番人気）
枠連票数 計 ２１３１９６ 的中 （７－８） １１１６９（６番人気）
普通馬連票数 計 ７２３８７９ 的中 �� １７６０７（１４番人気）
馬単票数 計 ６７６３９８ 的中 �� ７２１６（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５１５９ 的中 �� ４８４０（１１番人気）�� ４０１１（１２番人気）�� ５４０３（９番人気）
３連複票数 計 ８１３９８６ 的中 ��� １３７３５（１６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．８―１２．４―１２．３―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３５．２―４７．６―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アンダンテシチー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Palace Music デビュー ２００５．９．２５ 中山５着

２００３．４．２７生 牝３黒鹿 母 ミュージックシチー 母母 ミ ラ ー ジ ュ ５戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔制裁〕 ミサトアロー号の騎手D．バルジューは，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。

スミノバンビーナ号の騎手田中勝春は，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１０，０００円。
〔その他〕 コスモアテナ号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

クイーンルージュ号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「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〕 グリュックフェー号は，平成１８年２月５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 ミネノグローリー号
※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。



００００２ １月５日 曇 良 （１８中山１）第１日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

�，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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７９ �� スマートバイパー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一大川 徹氏 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５１８＋ ４１：５８．１ １．６�

８１１� ショウナンバラード 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�湘南 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：５８．７３� ８．５�
５５ � グレートアドミラル 牡３黒鹿５６ 武士沢友治植田 忠司氏 中野渡清一 浦河 小倉牧場 ５００－ ４１：５８．８� １６．１�
２２ � フミモエース 牡３鹿 ５６ 田面木博公種村 良平氏 蛯名 信広 門別 国中 一男 ５２８－ ６１：５９．４３� ５８．２�
８１０�� ネガイヲコメテ 牡３栗 ５６ 高山 太郎北所 直人氏 佐藤 全弘 新冠 つつみ牧場 ４４２＋ ２１：５９．７１� １０８．０�
１１ � フジヤマホーク 牡３鹿 ５６

５５ ☆松岡 正海藤本 龍也氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６４－ ６２：００．１２� ３．２�
３３ �� ペ シ ミ ス ト 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳橋本 善吉氏 本郷 一彦 静内

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

４５２＋ ４２：００．２クビ １６．２	
６７ �� コウジンクラマ 牡３鹿 ５６ 吉永 護加藤 興一氏 吉永 正人 門別 森本牧場 ５０２＋ ４ 〃 ハナ ２７．９

６６ � ワンセカンドキス 牝３鹿 ５４

５１ ▲高野 和馬浅田 次郎氏 小桧山 悟 浦河 大北牧場 ４９０－ ８２：００．３� ３１７．２�
４４ � スガノウッドマン 牡３鹿 ５６ 江田 照男菅原光太郎氏 山田 要一 青森 ワールドフアーム ４７０＋２６２：０１．２５ ８６．７�
７８ �� ミツアキサンライズ 牡３青鹿５６ 二本柳 壮山本 光明氏 畠山 重則 浦河 高村牧場 ４６８± ０２：０３．２大差 ２８０．４

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，４０９，１００円 複勝： １４，４１１，３００円 枠連： １７，２４２，９００円

普通馬連： ７１，２５１，７００円 馬単： ９０，７６２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４０１，９００円

３連複： ９３，１２８，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３１９，６０７，８００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ５６０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ４３０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ２，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４４０９１ 的中 � ７１０２０（１番人気）
複勝票数 計 １４４１１３ 的中 � ５２７５６（１番人気）� １７３８１（３番人気）� ９８８１（４番人気）
枠連票数 計 １７２４２９ 的中 （７－８） ２３００６（２番人気）
普通馬連票数 計 ７１２５１７ 的中 �� ８４６６２（２番人気）
馬単票数 計 ９０７６２９ 的中 �� ７５４６５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４０１９ 的中 �� １５４５９（２番人気）�� １０８９７（４番人気）�� ４０２１（１１番人気）
３連複票数 計 ９３１２８０ 的中 ��� ２９４７８（７番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．４―１３．２―１３．３―１３．０―１２．８―１３．２―１３．３―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．２―３８．４―５１．７―１：０４．７―１：１７．５―１：３０．７―１：４４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．４―３F４０．６
１
３
２，９，７，１０，５，１１（４，１）６（３，８）・（２，９）（７，１０）１１（５，１）＝（６，４）３，８

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

勝馬の
紹 介

�
�
スマートバイパー �

�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ダンスオブライフ デビュー ２００５．６．２６ 函館７着

２００３．４．１１生 牡３鹿 母 ロ ゼ ッ ト 母母 リキサンサン ７戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミツアキサンライズ号は，平成１８年２月５日まで平地競走に出走できない。



００００３ １月５日 曇 良 （１８中山１）第１日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０分 （ダート・右）

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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

３５ � アポロマグナム 牡３黒鹿５６ 横山 典弘アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米 John D.
Gunther ５０６± ０１：１３．５ ３．７�

６１１� コペルニクス 牡３鹿 ５６
５４ △津村 明秀伊達 秀和氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン

牧場 ４７４＋ ８１：１４．２４ ２．９�
８１６� クーデュパン 牡３芦 ５６ 柴山 雄一松尾 正氏 石毛 善彦 米 Mary Jane

Callander ４８８－ ６１：１４．５２ ３．０�
５９ �� ロマンスオーラ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一岩� 正志氏 小桧山 悟 様似 �村 伸一 ４７２＋ ６１：１４．７１	 ２４．２�
２３ ロウゼットライン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣谷 雄史氏 藤原 辰雄 静内 出羽牧場 ４５６＋ ２１：１４．８	 ８．１�
５１０ クリノジャンファン 牡３栗 ５６ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 海馬澤 誠治 ４２８＋ ６１：１４．９クビ ４３．１�
４７ � カナハラグレース 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ４８０－１８１：１５．３２	 １７７．６�
１２ パリサンサン 牡３栗 ５６ 穂苅 寿彦松本 潤一氏 和田 正道 静内 田原安田牧場 ５０４＋１４１：１５．６１
 ３８７．２	
１１ � ラ キ シ ス 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥佐藤 明弘氏 西塚 安夫 三石 谷山 和喜 ４２２＋ ２１：１５．８
 ５７．２

８１５� ヨシノフローラ 牝３栗 ５４

５３ ☆石橋 脩吉野 文雄氏 矢野 進 白老 白老大須賀
牧場 ４２６＋ ６１：１５．９
 １６９．６�

７１４� カシノモムチャン 牡３青鹿５６ 郷原 洋司柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 谷口牧場 ５１６－ ４１：１６．１１� ３９．４�
２４ � マルターズドッキ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二藤田与志男氏 田村 康仁 米 Dreamfields, Inc.

& Don Brady B４５２－ ８ 〃 ハナ ４３．９
３６ カリスマメーク 牝３黒鹿５４ 田面木博公川上 哲司氏 蛯名 信広 門別 高山牧場 B４４４＋ ４１：１６．３１	 ２８１．６�
４８ � ドラムビート 牡３鹿 ５６ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４２８＋ ２１：１６．４クビ ５０８．８�
６１２� オ ー セ イ コ 牝３黒鹿 ５４

５２ △丹内 祐次馬場瑛八郎氏 田子 冬樹 門別 新井 昭二 ４６４－ ２１：１６．８２	 ５６．９�
７１３ ビービーシールド 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎�坂東牧場 境 征勝 門別 坂東牧場 ４３４－ ６１：１９．１大差 ２６１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，３６４，５００円 複勝： １６，１６０，２００円 枠連： ２３，９６３，３００円

普通馬連： ９２，９０４，７００円 馬単： ９０，５３７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８２６，７００円

３連複： １１０，３５７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３６９，１１３，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（３－６） ５３０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� １９０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ５３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３３６４５ 的中 � ２９１９２（３番人気）
複勝票数 計 １６１６０２ 的中 � ３９３５４（１番人気）� ３０９７５（３番人気）� ３７５４９（２番人気）
枠連票数 計 ２３９６３３ 的中 （３－６） ３３５９４（３番人気）
普通馬連票数 計 ９２９０４７ 的中 �� １４１３３７（１番人気）
馬単票数 計 ９０５３７０ 的中 �� ６９３６４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８２６７ 的中 �� ２０９２８（３番人気）�� ３０８９３（１番人気）�� ２８１５３（２番人気）
３連複票数 計１１０３５７１ 的中 ��� １５４５１３（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１２．５―１２．８―１３．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロマグナム �
�
父 Forest Wildcat �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００５．１１．１９ 東京６着

２００３．４．１５生 牡３黒鹿 母 Eloquent Silver 母母 Plain Speaking ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビービーシールド号は，平成１８年２月５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 リネンミリオネア号
（非抽選馬） ２頭 セイカブレイズ号・ローランゲニアール号



００００４ １月５日 曇 良 （１８中山１）第１日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時２０分 （ダート・右）

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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２２ � セ レ ス ケ イ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘岡 浩二氏 和田 正道 米
Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５３４－ ２１：５７．１ ２．３�

８１５� エヒテンヴィーゼ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣真野 晃治氏 石毛 善彦 米 Dan Considine
& Andy Ritter ４５２＋ ２１：５８．２７ ４．２�

２３ � ダノンスイショウ 牝３鹿 ５４
５３ ☆松岡 正海�ダノックス 加藤 征弘 米 Shadai Farm ４８４－ ６１：５８．５１� ５．６�

８１４� ケントルネード 牝３鹿 ５４ D．バルジュー窪田 芳郎氏 久保田貴士 米 Phillip F.
McCarthy ４６０＋ ６ 〃 クビ １２．２�

（伊）

５９ � ワインアドバイザー 牡３青鹿 ５６
５４ △津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：５８．８２ ２８．０�

４７ � フューチュリズム 牡３鹿 ５６ 中舘 英二田中 成奉氏 菊川 正達 門別 碧雲牧場 ４６６－ ６１：５８．９クビ ２２．７	
４６ コアレスウォルデン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮小林 昌志氏 鈴木 康弘 門別 原田牧場 ４９０－ ６ 〃 クビ １７８．６

３５ ノースベアハート 牡３鹿 ５６

５５ ☆石橋 脩北村実地子氏 斎藤 宏 三石 タガミファーム ４７２－ ４１：５９．２１� ５４．４�
７１２ ベルグヤワタ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹平岩 健一氏 菊川 正達 様似 土井 仁 ４７２－ ８２：００．３７ ３０３．０�
５８ � フサイチダイナソー 牡３鹿 ５６ 江田 照男関口 房朗氏 森 秀行 加 Windways

Farm Limited ５３８＋ ４ 〃 アタマ １５．３
３４ ドレックセル 牡３鹿 ５６ 小林 淳一�森島商事 岩城 博俊 門別 有限会社

飯田牧場 B５２４－ ４２：００．６１� １６３．７�
６１０ トウショウオアシス 牡３栗 ５６ 郷原 洋司トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５３０± ０ 〃 クビ ５００．４�
６１１ サーストンラウンド 牡３黒鹿５６ 小野 次郎齊藤 宣勝氏 中野 栄治 門別 天羽 禮治 ４９０－ ２２：００．８１	 ５９．１�
７１３ リップタイド 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �スピードファーム 和田 正道 三石 元茂 義一 ４７０＋ ２２：０２．１８ １０６．３�
１１ シルクポラリス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春有限会社シルク宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４７２＋ ４ 〃 クビ ８．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，７６４，３００円 複勝： ２２，４２２，７００円 枠連： ３３，８２２，８００円

普通馬連： ９４，０２９，１００円 馬単： １０１，１２２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８７４，２００円

３連複： １２０，３４６，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４１０，３８２，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（２－８） ２９０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ２９０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６７６４３ 的中 � ５８７８３（１番人気）
複勝票数 計 ２２４２２７ 的中 � ６１５４１（１番人気）� ４５１１２（２番人気）� ３１１０１（３番人気）
枠連票数 計 ３３８２２８ 的中 （２－８） ８８８７６（１番人気）
普通馬連票数 計 ９４０２９１ 的中 �� １２５８１９（１番人気）
馬単票数 計１０１１２２６ 的中 �� ８４４５６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８７４２ 的中 �� ２３０９３（１番人気）�� １９２０１（２番人気）�� １００５６（５番人気）
３連複票数 計１２０３４６７ 的中 ��� ９８７９３（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．０―３８．７―５２．３―１：０５．１―１：１８．４―１：３１．８―１：４４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．７
１
３
２，８（１，９）（３，１３）１２（７，１５）（４，１１，１４）（６，１０）－５・（２，８，１３，１５）（３，７，９，１４）（１２，１０）（６，４，５）１１－１

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

勝馬の
紹 介

�セ レ ス ケ イ �
�
父 Arch �

�
母父 Marquetry デビュー ２００５．１２．１０ 中山３着

２００３．３．１８生 牡３鹿 母 Miss Aircraft 母母 Silver in Flight ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 ダノンスイショウ号の騎手松岡正海は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※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。



００００５ １月５日 曇 良 （１８中山１）第１日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０分 （ダート・右）

新馬；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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

６１２� スーパーパンサー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘浜野順之助氏 沢 峰次 浦河 片田 保 ４６６ ―１：１３．９ ５．４�

２４ ヤマニンアルテミス 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４２６ ―１：１４．４３ １９．１�
１２ キタサンキャラバン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�大野商事 中野渡清一 門別 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７８ ―１：１４．５クビ ４７．７�
７１４� モリトプリンセス 牝３鹿 ５４

５１ ▲吉田 隼人石橋 忠之氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ４９０ ― 〃 ハナ １０９．３�
６１１ ホクセイヒカル 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆石橋 脩宮川 純造氏 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ４４４ ―１：１４．６クビ ２０．９�
５１０ グラインダー 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４８０ ― 〃 ハナ １０．３	
２３ ショウナンアガトス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 浦河 桑田牧場 ４９２ ― 〃 クビ ４．０

１１ ブライティアメッセ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 コアレススタッド ４４６ ―１：１４．７� ２２．５�
３５ フェアリードリーム 牡３鹿 ５６ 高山 太郎篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４７０ ―１：１５．０１� ２０７．５�
７１３� ダイワグラディウス 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 三石 大塚牧場 ４８６ ― 〃 ハナ ２．１
８１５� タケノフェロー 牡３栗 ５６ 小林 淳一武岡 雅子氏 成島 英春 静内 武岡牧場 ４６６ ―１：１５．５３ １６３．６�
８１６ タカトモカントリー 牡３栗 ５６ 土谷 智紀�橋 顕輔氏 田子 冬樹 宮城 高友産業 ４０４ ―１：１５．７� １３７．９�
５９ ナムラデュラブ 牡３鹿 ５６

５３ ▲南田 雅昭奈村 信重氏 南田美知雄 様似 中村 勝則 ４０８ ― 〃 ハナ １１５．６�
３６ トミケンアプローズ 牡３鹿 ５６ D．バルジュー冨樫 賢二氏 坂本 勝美 三石 松本 俊博 ４９０ ―１：１６．２３ ３２．７�

（伊）

４８ � パノラマシチー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 小西 一男 静内 北洋牧場 ５２６ ―１：１６．４１� １１０．１�
４７ � スタンウエイ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春田中 春美氏 坂本 勝美 三石 林 祐二 ４３８ ―１：１７．１４ １０２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４７８，６００円 複勝： １６，７６０，６００円 枠連： ３０，３８１，６００円

普通馬連： ８５，０２７，２００円 馬単： ９７，８９７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１２５，４００円

３連複： １０９，４９４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３７５，１６５，８００円

払 戻 金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２２０円 � ５４０円 � １，１７０円 枠 連（２－６） ７１０円

普通馬連 �� ４，３６０円 馬 単 �� ７，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３６０円 �� ２，１５０円 �� ５，５６０円

３ 連 複 ��� ４４，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５４７８６ 的中 � ２２９９８（３番人気）
複勝票数 計 １６７６０６ 的中 � ２４５７６（３番人気）� ７６２４（６番人気）� ３２２２（９番人気）
枠連票数 計 ３０３８１６ 的中 （２－６） ３１９１９（３番人気）
普通馬連票数 計 ８５０２７２ 的中 �� １４４１８（１６番人気）
馬単票数 計 ９７８９７６ 的中 �� １００８４（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１２５４ 的中 �� ３７２５（１５番人気）�� ２３０４（２２番人気）�� ８７２（４５番人気）
３連複票数 計１０９４９４８ 的中 ��� １８２２（８７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．９―１２．７―１２．６―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３５．０―４７．７―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スーパーパンサー �
�
父 トロットサンダー �

�
母父 ホスピタリテイ 初出走

２００３．４．１８生 牡３鹿 母 アブクマレディー 母母 アキノレデイー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



００００６ １月５日 曇 良 （１８中山１）第１日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０分 （芝・右・外）

新馬；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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２２ � マ シ ュ リ ク 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４８８ ―１：３７．５ ２．９�

６１１� バトルサクヤビメ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一宮川 秋信氏 佐藤 吉勝 静内 白老ファーム ４５４ ―１：３７．７１� ８．１�
３５ ミステリーショック �３栗 ５６

５４ △丹内 祐次杉山 美惠氏 清水 美波 三石 明治牧場 ４２６ ―１：３８．１２	 １０．７�
７１２ シンボリプラズマ �３鹿 ５６ 村田 一誠シンボリ牧場 後藤 由之 門別 和田農林（有） ４７２ ― 〃 ハナ １５．３�
６１０ スノーバレー 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太泉 俊二氏 小桧山 悟 静内 原 達也 ４５６ ―１：３８．２	 ２２４．０�
３４ � カシマウェイヴ 牝３鹿 ５４ D．バルジュー鹿島 直麿氏 高市 圭二 新冠 小泉 学 ４２８ ―１：３８．４１� ５０．６�

（伊）

１１ マルブツプリンス 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹大澤 毅氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 ４７２ ― 〃 ハナ ６．９	
４７ � シンボリプロキオン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５１２ ―１：３８．７２ ４．８

７１３ シ ロ ク ン 牡３白 ５６ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４９４ ―１：３８．８
 ７．７�
４６ � レディフライト 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳 �ロードホースクラブ 的場 均 三石 ケイアイファーム ４２６ ―１：３９．０１ ７２．９
８１５� ミスティルテイン 牝３黒鹿５４ 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 ４４８ ―１：３９．１	 ７３．０�
２３ � ステファニーモモ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�コオロ 萱野 浩二 米 Stoneworth

Farm ４９４ ―１：３９．２
 １３．１�
５９ � ベルモントローズ 牝３栗 ５４ 池田 鉄平 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ４３２ ―１：３９．６２	 ３２５．９�
８１４� ユキノシラユキ 牝３鹿 ５４

５１ ▲吉田 隼人山上 和良氏 秋山 雅一 新冠 風間 洋 ４５０ ―１：３９．９１
 １０７．４�
５８ � ワイルドリッチ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司田中 春美氏 鈴木 勝美 三石 築紫 洋 ４３０ ―１：４０．１１� １７６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，２７５，９００円 複勝： １８，１９８，４００円 枠連： ２９，１９０，５００円

普通馬連： ９４，３６１，８００円 馬単： ８９，８４４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３７３，５００円

３連複： １１２，１７６，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３８２，４２１，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ２７０円 枠 連（２－６） ８６０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ５２０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８２７５９ 的中 � ５０３８３（１番人気）
複勝票数 計 １８１９８４ 的中 � ４５４０４（１番人気）� ２０６５６（４番人気）� １４８９９（５番人気）
枠連票数 計 ２９１９０５ 的中 （２－６） ２５２００（５番人気）
普通馬連票数 計 ９４３６１８ 的中 �� ７０５７８（２番人気）
馬単票数 計 ８９８４４７ 的中 �� ３９９７２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３７３５ 的中 �� １３８６９（２番人気）�� ９７６０（４番人気）�� ６２５９（１１番人気）
３連複票数 計１１２１７６６ 的中 ��� ３９６１２（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．７―３６．６―４９．１―１：０２．１―１：１４．３―１：２５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．４

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

勝馬の
紹 介

�マ シ ュ リ ク �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００３．５．３生 牡３鹿 母 サンウィルシャイン 母母 ドリームビジヨン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 ダイワアスカロン号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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 エルプリメロ号・メジロジオムビー号
※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。



００００７ １月５日 晴 良 （１８中山１）第１日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１０分 （ダート・右）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１７．１２．３以降４（３）歳５００・５（４）歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着
馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５１０ オーロブライト 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 B５１２＋１０１：５４．９ ３０．５�

３５ �� トーセンベルボーイ 牡４芦 ５６ 田中 勝春島川 �哉氏 栗田 博憲 新冠 新冠橋本牧場 ４８２＋１２１：５５．８５ ３．６�
４８ セイウンカラク 牡６黒鹿５７ D．バルジュー西山 茂行氏 小桧山 悟 様似 様似渡辺牧場 ４６０＋１２１：５５．９	 ２２．１�

（伊）

７１３� オースミダンスイン 牡４鹿 ５６ 木幡 初広山路 秀則氏 菅原 泰夫 門別 本間牧場 ５５４＋ ６１：５６．２１	 ２７．３�
１１ トラストラピッド 牡４鹿 ５６ 中舘 英二菅波 滿氏 田村 康仁 静内 八田ファーム ４９２＋１２１：５６．４１
 ３．３�
６１１� トーヨークリス 牡４黒鹿５６ 小野 次郎�トーヨークラブ 成島 英春 米 Live Oak

Stud ４８４－ ２１：５６．５クビ ３４．０	
６１２ ロードマジシャン 牡５鹿 ５７

５４ ▲吉田 隼人 
ロードホースクラブ 田子 冬樹 様似 ホウセイ牧場 ４８８＋ ２１：５６．７１� ３２１．４�
１２ ショウナンガウディ 牡５鹿 ５７

５６ ☆石橋 脩国本 哲秀氏 斎藤 宏 三石 土田 和男 ４７０－ ２１：５６．９１
 ５．４�
５９ エドワーズシチー ５鹿 ５７ 小林 淳一 
友駿ホースクラブ 松永 勇 浦河 駿河牧場 ４６０＋ ２１：５７．０クビ ６９．７
３６ � トウカイマジック 牡４鹿 ５６ 村田 一誠内村 正則氏 後藤 由之 三石 谷山 和喜 ４９２＋２０１：５７．３１	 １５．２�
８１６�� ディアプリンス 牡５鹿 ５７ 吉田 豊
大東牧場 戸田 博文 米 North

Wales LLC ５１８－１２１：５７．５１� １１．４�
７１４�� ヴァンジェーロ 牡５青鹿５７ 横山 典弘サウスニア
 森 秀行 米 Phoebe Ann

Mueller, Trust ５２６＋ ３１：５９．８大差 ８．３�
４７ � ピサノシャムロック 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲塚田 祥雄市川 義美氏 谷原 義明 浦河 杵臼牧場 ５１２－ ４１：５９．９クビ ８１．１�
８１５� ディアプルーデンス 牡４鹿 ５６ 江田 照男阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 ムラカミファーム ４４８＋１０２：００．２２ ８５．６�
２４ �� ファントムオペラ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信ジョイ・レースホース
 上原 博之 門別 外舘 万明 B５０８＋ ２２：００．４１� １０５．９�
２３ � サクラプリンシパル 牡５栗 ５７

５４ ▲小島 太一
さくらコマース小島 太 静内 谷岡牧場 ４９６＋１４２：００．７１	 ６０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１０４，１００円 複勝： ２４，８２０，７００円 枠連： ４１，３３０，９００円

普通馬連： １４３，９２４，９００円 馬単： １１７，８６３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，６０８，２００円

３連複： １６０，５６４，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５３８，２１６，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３，０５０円 複 勝 � ５１０円 � １７０円 � ５１０円 枠 連（３－５） ２，３４０円

普通馬連 �� ３，４９０円 馬 単 �� ９，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� ３，２６０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� １６，４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０１０４１ 的中 � ５２１０（９番人気）
複勝票数 計 ２４８２０７ 的中 � １０７５７（９番人気）� ５３２３０（１番人気）� １０８７８（８番人気）
枠連票数 計 ４１３３０９ 的中 （３－５） １３０６１（１０番人気）
普通馬連票数 計１４３９２４９ 的中 �� ３０５１８（１４番人気）
馬単票数 計１１７８６３１ 的中 �� ８８２５（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９６０８２ 的中 �� ６０８９（１３番人気）�� ２１６５（３６番人気）�� ７５６８（１０番人気）
３連複票数 計１６０５６４６ 的中 ��� ７１８６（５６番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１２．８―１２．８―１２．５―１２．７―１２．８―１２．９―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３７．５―５０．３―１：０２．８―１：１５．５―１：２８．３―１：４１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーロブライト �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００３．９．２８ 中山１０着

２００１．４．１５生 牡５鹿 母 スリーピーラグーン 母母 Bempton １６戦３勝 賞金 ２１，２００，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔発走状況〕 エドワーズシチー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 サクラプリンシパル号の騎手小島太一は，４コーナーで急に外側に斜行したことについて平成１８年１月１４日から平成１８年

１月２２日まで騎乗停止。
トラストラピッド号の騎手中舘英二は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 エドワーズシチー号は，平成１８年１月６日から平成１８年２月４日まで出走停止。停止期間の満了後
に発走調教再審査。

〔その他〕 サクラプリンシパル号〔１６位入線〕は，４コーナーで急に外側に斜行して「ピサノシャムロック」号〔１３位入線〕の走行を妨害。
サクラプリンシパル号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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〕 ディアプルーデンス号・ファントムオペラ号は，平成１８年２月５日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ファントムオペラ号は，平成１８年２月５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） ４頭 コメットサンサン号・タイキブラック号・リキサンタイガー号・ローレルシード号
※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。



００００８ １月５日 晴 良 （１８中山１）第１日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （ダート・右）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１７．１２．３以降４（３）歳５００・５（４）歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着
馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

３５ イブキペガサス 牡４鹿 ５６
５３ ▲大野 拓弥�伊吹 菅原 泰夫 門別 北陽ファーム ４７２－ ８１：１２．４ １０．９�

８１６ アップルマティーニ 牝５鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース森 秀行 白老 白老ファーム ４８２－２０ 〃 アタマ ２．６�
７１４� グリーンヒルヒット 牝４鹿 ５４ 後藤 浩輝西村 專次氏 岩戸 孝樹 浦河 猿橋 義昭 ４７２＋ ４１：１２．５� ３７．４�
３６ �� ドラゴンキャプテン 牡５鹿 ５７

５５ △丹内 祐次�テンジン 矢野 照正 門別 長田ファーム ５１０＋１４１：１２．８１	 ３．２�
８１５� ショウナンドライヴ 牡５黒鹿５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 静内 神垣 道弘 ４７４＋１０１：１３．０１ １６２．７�
２３ �� ネイチャーストーム 牡５鹿 ５７

５６ ☆松岡 正海井上 修一氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ５０８＋１６ 〃 アタマ １２５．０	
４７ エーピーゴンタ 牡４栗 ５６ 田中 勝春 �デルマークラブ 河野 通文 浦河 桑田牧場 ４８６＋ ８１：１３．２１� ８．１

６１１ レッドビームシチー 牡４鹿 ５６ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 豊浦 飯原牧場 ４６６＋ ４１：１３．３クビ ２５．３�
７１３�� ミオラシオン 牡５鹿 ５７ 木幡 初広早川 万也氏 高橋 裕 浦河 宮内牧場 B５０２＋ ８ 〃 クビ １２３．３�
６１２� プリズマティック 
４鹿 ５６ 柴山 雄一吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７６＋ ６１：１３．４� １５．５
５９ � スターダストカフェ 牡５鹿 ５７ 大西 直宏西川 恭子氏 佐々木亜良 早来 ノーザンファーム ５０２＋１４ 〃 アタマ ５０．６�
１１ チアフルパートナー 牝４栗 ５４ 中谷 雄太�下河辺牧場 中野 隆良 門別 下河辺牧場 ４２２± ０１：１３．５� ３２１．２�
４８ � シンボリツヨシ 
７鹿 ５８ 柴田 善臣シンボリ牧場 宗像 義忠 千葉 シンボリ牧場 ４６８－ ６１：１３．６クビ ６．６�
５１０�� セイウンゲイル 牝５鹿 ５５ 石神 深一西山 茂行氏 加藤 和宏 砂原 石嶋 仁 ４３８＋ ８１：１３．７� ３０８．５�
１２ �� クリノフォーチュン 牝５青鹿５５ 西田雄一郎栗本 博晴氏 富田 一幸 幕別 ダービースタツド ４３８－１５１：１４．１２� ２２８．２�
２４ ワンダーアイドル 牝５黒鹿５５ 中舘 英二山本 信行氏 加賀 武見 えりも 能登 浩 B４３８－ ２ 〃 アタマ ２２４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，７９８，７００円 複勝： ２９，３６８，６００円 枠連： ４７，４５０，１００円

普通馬連： １６３，１６５，２００円 馬単： １４３，４８４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０２５，０００円

３連複： １７８，１４０，８００円 ３連単： 発売なし 計： ６１８，４３３，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ２５０円 � １５０円 � ６４０円 枠 連（３－８） ３５０円

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� ３，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ３，０７０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� １１，２６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３７９８７ 的中 � １７２１９（５番人気）
複勝票数 計 ２９３６８６ 的中 � ２９２０７（５番人気）� ６７６３５（２番人気）� ９１７１（８番人気）
枠連票数 計 ４７４５０１ 的中 （３－８） １０１５７７（１番人気）
普通馬連票数 計１６３１６５２ 的中 �� ８７４７４（７番人気）
馬単票数 計１４３４８４６ 的中 �� ２８３１３（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３０２５０ 的中 �� １２９３８（７番人気）�� ２５３０（２７番人気）�� ６９７４（１５番人気）
３連複票数 計１７８１４０８ 的中 ��� １１６７６（３３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．３―１２．２―１２．５―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．９―４６．１―５８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３８．５
３ １４，１６（１０，１３）（６，８）４（７，１１）（５，１２）１５（３，９）２，１ ４ １４（１６，１３）（１０，６）８（５，７，１１）（４，１２）１５（３，９）（２，１）

勝馬の
紹 介

イブキペガサス �
�
父 トレジャーアイランド �

�
母父 Alleged デビュー ２００５．５．７ 東京１０着

２００２．５．５生 牡４鹿 母 イブキパガサ 母母 グランドボールルーム ９戦２勝 賞金 １８，４００，０００円
〔制裁〕 グリーンヒルヒット号の騎手後藤浩輝は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 デルマアポロ号・フォーリングレイス号
（非抽選馬） ４頭 ジパングエンジェル号・ダイワケベック号・ベルモントボージー号・リネンメイン号



００００９ １月５日 晴 良 （１８中山１）第１日 第９競走 ��
��１，８００�

は つ ひ で

初 日 の 出 賞
発走１４時１５分 （ダート・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１７．１２．３以降４（３）歳１，０００・５（４）歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１
着馬は１�増

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

１１ リスティアダーリン 牡５鹿 ５８ 横山 典弘村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 ５２６－ ４１：５４．３ ３．０�

５１０ マチカネウソブキ 牡６栗 ５７ 吉田 豊細川 益男氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４６６± ０１：５４．７２� ３．２�
３５ � エクスプロイト 牡６黒鹿５７ 吉田 隼人山本 武司氏 奥平 真治 千歳 社台ファーム ４８８＋ ６１：５４．８クビ ５５．９�
８１６	 ヤマノサップ 牡６栗 ５７ 中舘 英二山住れい子氏 畠山 吉宏 門別 長谷川牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ １８．９�
１２ スズカアジテーター 牡４鹿 ５６ 柴山 雄一永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８８＋ ８１：５５．１２ １８．５�
４８ グラスリアルパワー 牡６黒鹿５７ 武士沢友治半沢� 中野渡清一 三石 前川 達哉 ４９８＋１２ 〃 ハナ ４９．４�
７１４ ウルフボーイ 牡４鹿 ５６ 菊沢 隆徳�グランド牧場 萱野 浩二 静内 グランド牧場 ４８０＋ ６１：５５．４１
 ４．１	
５９ ウエスタンリジ 牡４鹿 ５６ 小野 次郎西川 賢氏 保田 一隆 静内 北西牧場 ５２０＋ ２１：５５．６１ ４９．１

６１１� カネマサデューク 牡５黒鹿５７ 田中 剛植田 忠司氏 嶋田 潤 門別 庫宝牧場 ４６０－ ４ 〃 ハナ ３５．０�
７１３	 キタグニジョー 牡４鹿 ５６ D．バルジュー河内 孝夫氏 高市 圭二 門別 坂 牧場 ４５８－ ４１：５５．８１ ３０．８�

（伊）

２３ ボ ナ パ ル ト 牡４鹿 ５６ 木幡 初広吉田 勝己氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２ 〃 ハナ ４８．５
６１２	 メジログリーン 牡７鹿 ５７ 後藤 浩輝�メジロ牧場 奥平 雅士 伊達 メジロ牧場 ４８２± ０ 〃 クビ ２８．０�
８１５� タイキコジャック 牡７鹿 ５７ 小林 久晃�大樹ファーム 高橋 祥泰 米 Taiki Farm ４９６＋ ６１：５５．９クビ ８６．７�
２４ 	 ミヤビペルセウス 牡６栗 ５７ 田中 勝春村上 義勝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８８＋ ４ 〃 ハナ ２３．３�
４７ 	 エイワンタッチ 牡４黒鹿５６ 塚田 祥雄荒木 榮一氏 高市 圭二 門別 藤本 直弘 ５２４＋１２１：５６．２２ ８６．８�
３６ ニシノアレックス 牡４鹿 ５６ 伊藤 直人西山 茂行氏 手塚 貴久 鵡川 西山牧場 ５１２－ ６１：５８．３大差 ９５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，８７６，５００円 複勝： ３８，７８５，３００円 枠連： ５１，４２７，５００円

普通馬連： ２２８，２３１，４００円 馬単： １６５，９９６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，６８３，１００円

３連複： １７５，２５４，０００円 ３連単： ４３８，８６３，２００円 計： １，１７５，１１７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ６８０円 枠 連（１－５） ４７０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １，７８０円 �� １，８７０円

３ 連 複 ��� ５，０７０円 ３ 連 単 ��� １７，４００円

票 数

単勝票数 計 ２７８７６５ 的中 � ７４９０１（１番人気）
複勝票数 計 ３８７８５３ 的中 � ９２６７３（２番人気）� ９３８６７（１番人気）� ８８８７（１１番人気）
枠連票数 計 ５１４２７５ 的中 （１－５） ８１７４４（１番人気）
普通馬連票数 計２２８２３１４ 的中 �� ３１８１７９（１番人気）
馬単票数 計１６５９９６７ 的中 �� １２６８４０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８６８３１ 的中 �� ５３１１１（２番人気）�� ６１００（１９番人気）�� ５７８２（２２番人気）
３連複票数 計１７５２５４０ 的中 ��� ２５５２１（１４番人気）
３連単票数 計４３８８６３２ 的中 ��� １８６１７（３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．４―５０．３―１：０２．８―１：１５．３―１：２７．９―１：４０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リスティアダーリン �
�
父 トワイニング �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００３．７．２０ 小倉５着

２００１．２．２生 牡５鹿 母 ラストキッス 母母 ユーワエアメール １９戦５勝 賞金 ６７，６０５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 アサカユウジーン号・アポロベルーガ号・ウインジェネシス号・オメガエンドレス号・カオリエスペランサ号・

カタナ号・カネサマンゲツ号・グランドハリケーン号・シトラスブリーズ号・シャーベットトーン号・
ダンシングホーク号・ハクリュウタケフジ号・ヒロノタイタン号・フェスティブシャン号・プリティローズ号・
ベルモントミサンガ号・マストビーエンゼル号・リスキーアフェア号・リワードジオン号

※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。



０００１０ １月５日 晴 良 （１８中山１）第１日 第１０競走 ��
��１，６００�ジュニアカップ

発走１４時５０分 （芝・右・外）
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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

８１２� キンシャサノキセキ 牡３鹿 ５４ 柴山 雄一吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave
Joint Venture ４６６－ ４１：３３．６ ６．１�

５５ �	 アドマイヤカリブ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝近藤 利一氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ８ 〃 ハナ ２．９�
２２ � ダンスフォーウィン 牡３青鹿５６ 柴田 善臣杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４８６＋ ２１：３４．０２
 ５．８�
６７ � ス ピ ン オ フ 牡３栗 ５６ 松岡 正海伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４６０＋ ２１：３４．２１
 ４０．８�
５６ � ユーワハリケーン 牡３栗 ５６ 横山 典弘�ユーワ 武藤 善則 米 Dr. Char-

les S Giles ４８４＋ ７１：３４．３� ５．６�
３３ � ブラックバースピン 牡３青 ５６ 田中 勝春藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Arthur I.

Appleton ４７２＋ ６１：３４．５１ ３．７�
７１０ ケイアイマイバッハ 牡３青鹿５６ D．バルジュー亀田 守弘氏 石毛 善彦 新冠 松浦牧場 ４７２－ ２１：３５．２４ ２９．３	

（伊）

６８ ピサノバンキッシュ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５２２± ０ 〃 アタマ ２３．７

４４ � コスモグラッチェ 牡３鹿 ５６ 石神 深一岡田美佐子氏 堀井 雅広 米

Runnymede Farm
Inc., Catesby W. Clay
and Peter J. Callahan

４５２－ ２１：３５．３クビ ２３１．７�
１１ リファインドボディ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一井上 修一氏 根本 康広 門別 只野牧場 ５１４＋１４１：３５．６２ ８９．９�
７９ �� オリオンザブレイブ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩日浦 桂子氏 斎藤 宏 静内 荒木 克己 ４６８＋ ４１：３６．６６ ３６７．２
８１１� マンマミーア 牡３芦 ５６ 吉田 隼人 �天羽�治牧場 堀井 雅広 門別 小西 章 ４８６＋２６１：３６．９２ ２５９．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４３，５６７，２００円 複勝： ４８，５９９，８００円 枠連： ５２，１７８，８００円

普通馬連： ２７４，２３１，３００円 馬単： ２２９，０２０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，５８８，５００円

３連複： １８９，７３３，８００円 ３連単： ５５１，９５９，５００円 計： １，４３４，８７９，２００円

払 戻 金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（５－８） ６５０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� ２，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ５６０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 ��� ８，８３０円

票 数

単勝票数 計 ４３５６７２ 的中 � ５６５０９（５番人気）
複勝票数 計 ４８５９９８ 的中 � ６１９６６（４番人気）� １１７０２４（１番人気）� ９００８３（３番人気）
枠連票数 計 ５２１７８８ 的中 （５－８） ５９７７７（３番人気）
普通馬連票数 計２７４２３１３ 的中 �� ２１９３０５（５番人気）
馬単票数 計２２９０２０３ 的中 �� ７４１１８（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５５８８５ 的中 �� ３１０８９（５番人気）�� １８７１３（８番人気）�� ４０３７３（３番人気）
３連複票数 計１８９７３３８ 的中 ��� ８５３９４（７番人気）
３連単票数 計５５１９５９５ 的中 ��� ４６１３４（３１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．１―１１．０―１１．９―１１．８―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３４．９―４５．９―５７．８―１：０９．６―１：２１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．８

３ ５－８（４，６）１，１１（３，７）２，１２（１０，９）
２
４

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

勝馬の
紹 介

�キンシャサノキセキ �
�
父 Fuji Kiseki �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００５．１２．３ 中山１着

２００３．９．２４生 牡３鹿 母 Keltshaan 母母 Featherhill ２戦２勝 賞金 ２６，３２２，０００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。



０００１１ １月５日 晴 良 （１８中山１）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�第５５回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右）

４歳以上，１７．１．５以降１７．１２．２５まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
日刊スポーツ新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ４３，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，５００，０００円 ４，３００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

３４ ヴィータローザ 牡６栗 ５７ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７６－１２１：５９．４ １４．２�

７１２ アサカディフィート �８黒鹿５７ 後藤 浩輝林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５２４－ ６ 〃 ハナ １０．８�
５８ � カナハラドラゴン 牡８鹿 ５６ 勝浦 正樹寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ３４．２�
３５ � コ ン ラ ッ ド 牡４青 ５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム B５０８＋ ６１：５９．５クビ ８．５�
２２ � メジロマントル 牡９栗 ５６ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 ４８８＋１８１：５９．６	 ２１．２�
６１０ キングストレイル 牡４黒鹿５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ２１：５９．７
 ３．３	
４７ シルクネクサス 牡４栗 ５３ 松岡 正海有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９０± ０ 〃 ハナ ６９．５

２３ � マイネルレコルト 牡４鹿 ５６ D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 堀井 雅広 三石 田上 稔 ４６０＋ ２１：５９．８
 ４．６�

（伊）

５９ � ダンスインザモア 牡４黒鹿５５ 田中 勝春木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５０４＋１０ 〃 クビ ５．７�
１１ � シェイクマイハート 牡６芦 ５４ 木幡 初広 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４８４＋ ２１：５９．９
 ３７．９
６１１ ユキノサンロイヤル 牡９青鹿５７ 小野 次郎井上 基之氏 増沢 末夫 新冠 川上 悦夫 ４７２＋ ４２：００．２１	 ６１．０�
４６ � コスモオースティン 牡４鹿 ５３ 村田 一誠岡田美佐子氏 高橋 裕 三石 坂本牧場 ４８２＋ ６ 〃 クビ ４８．６�
７１３� カンファーベスト 牡７黒鹿５７ 中舘 英二奥村 清晴氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 B４７０± ０ 〃 ハナ ９．４�
８１４ ブラックカフェ 牡６青鹿５３ 大西 直宏西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４９０± ０２：００．３
 ６１．８�

（１４頭）
８１５� ワンモアチャッター 牡６黒鹿５７ 横山 典弘松井 一三氏 友道 康夫 白老 白老ファーム ４５０＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １０８，２９０，２００円 複勝： １２８，０９３，７００円 枠連： ３２７，７７０，９００円

普通馬連： １，２７４，５２０，１００円 馬単： ６８５，４７８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６８，０９０，０００円

３連複： ７４２，７６４，８００円 ３連単： １，５５４，４９５，６００円 計： ４，９８９，５０４，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ４５０円 � ３８０円 � ９９０円 枠 連（３－７） １，７３０円

普通馬連 �� ９，１００円 馬 単 �� １９，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４００円 �� ５，２３０円 �� ３，２２０円

３ 連 複 ��� ５４，２３０円 ３ 連 単 ��� ３６５，３６０円

票 数

単勝票数 差引計１０８２９０２（返還計１３２５５６） 的中 � ６０２５９（７番人気）
複勝票数 差引計１２８０９３７（返還計１３８６２７） 的中 � ７７１８９（７番人気）� ９５７６３（６番人気）� ３１５６０（８番人気）
枠連票数 差引計３２７７７０９（返還計 １２５４９） 的中 （３－７） １４０４５７（１２番人気）
普通馬連票数 差引計１２７４５２０１（返還計３７６６７９４） 的中 �� １０３４３９（２８番人気）
馬単票数 差引計６８５４７８７（返還計２０９５５１６） 的中 �� ２５６７１（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計１６８０９００（返還計４４３１９３） 的中 �� １７３９９（２７番人気）�� ７８５１（４９番人気）�� １２８８４（３６番人気）
３連複票数 差引計７４２７６４８（返還計３７９０５３８） 的中 ��� １０１０９（１１９番人気）
３連単票数 差引計１５５４４９５６（返還計７９４０４３６） 的中 ��� ３１４０（７２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．２―３７．１―４９．０―１：００．６―１：１２．０―１：２３．４―１：３５．０―１：４６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３６．０
１
３
２，６，７，１（１０，１３）４，８，９，３（５，１１）－１２，１４
２，６，７，１（１０，１３）８，４（９，１１）３，５－（１２，１４）

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

勝馬の
紹 介

ヴィータローザ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Lyphard デビュー ２００２．９．１５ 阪神３着

２０００．４．９生 牡６栗 母 ロ ー ザ ネ イ 母母 Riviere Doree ３１戦６勝 賞金 ２６６，５２３，０００円
〔競走除外〕 ワンモアチャッター号は，馬場入場後に放馬。疾病〔左前管部挫創〕を発症したため競走除外。
※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。



０００１２ １月５日 晴 良 （１８中山１）第１日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時００分 （芝・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１７．１２．３以降４（３）歳１，０００・５（４）歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１
着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

２２ � レディーシップ 牝７栗 ５５
５４ ☆石橋 脩伊達 秀和氏 柴田 政人 米 Hidekazu

Date ５０６± ０１：４８．６ ２２．３�

８１３ シャドウゲイト 牡４黒鹿５６ 柴山 雄一飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２－ ６ 〃 クビ ５．４�
８１４� カフェベネチアン 牡６芦 ５７ 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 米 Alan S. Kline ５１４± ０１：４８．７� ４．６�
７１１	 フレアリングベスト 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ５１４± ０１：４８．９１
 ２２．７�
１１ ダンシングオン 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６１：４９．０� ２０．３�
３３ トウショウアタック 牡４栗 ５６ 郷原 洋司トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 B４７２± ０ 〃 クビ １４７．７	
５８ ダイワセレクション 牡６鹿 ５７ D．バルジュー大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ５００± ０ 〃 ハナ １６．６


（伊）

４５ コンドルクエスト 牡５鹿 ５７ 田中 勝春吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ８１：４９．１� ２．６�
６９ シルキーステラ 牝４青 ５４ 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 新冠 早田牧場新

冠支場 ３９８－ ２１：４９．２� １１．３�
３４ � スペシャルバッハ 牡５鹿 ５７

５５ △津村 明秀小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B５２６＋ ８１：４９．３� ２０．６
４６ � ソブリンブライト 牡４鹿 ５６

５３ ▲吉田 隼人�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４９２＋ ６１：４９．４� １７３．２�
６１０�� エアフォルツァ 牡４鹿 ５６ 北村 宏司 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４７２＋１２１：４９．６１ ９．６�
７１２� マイネルジェム 牡７栗 ５７ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 コスモビューファーム ４８８＋ ４１：４９．８１� ４６．４�
５７ 	 メ イ テ ツ 牡７鹿 ５７ 横山 義行中村 政勝氏 畠山 重則 青森 明成牧場 ４８４＋ ２１：５０．０１
 ２１０．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３９，６７８，１００円 複勝： ４９，５６３，３００円 枠連： ８３，２３５，６００円

普通馬連： ３０４，７９５，１００円 馬単： ２１２，４８３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，８８４，６００円

３連複： ２２５，７４９，４００円 ３連単： ５４３，９６１，７００円 計： １，５１６，３５１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２，２３０円 複 勝 � ４８０円 � ２２０円 � ２００円 枠 連（２－８） ３，８７０円

普通馬連 �� ７，５５０円 馬 単 �� １８，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１８０円 �� １，７６０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １３，１３０円 ３ 連 単 ��� ９０，０８０円

票 数

単勝票数 計 ３９６７８１ 的中 � １４０３５（９番人気）
複勝票数 計 ４９５６３３ 的中 � ２２４９２（９番人気）� ６４９５１（３番人気）� ７３０４１（２番人気）
枠連票数 計 ８３２３５６ 的中 （２－８） １５９０６（１７番人気）
普通馬連票数 計３０４７９５１ 的中 �� ２９８２７（２７番人気）
馬単票数 計２１２４８３３ 的中 �� ８６７０（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６８８４６ 的中 �� ６１７１（２６番人気）�� ７７３８（２１番人気）�� ２６７４２（５番人気）
３連複票数 計２２５７４９４ 的中 ��� １２６９１（４５番人気）
３連単票数 計５４３９６１７ 的中 ��� ４４５７（２８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２５．１―３７．５―４９．６―１：０１．４―１：１３．４―１：２５．０―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

�レディーシップ �
�
父 Crafty Prospector �

�
母父 Persian Boy デビュー ２００２．１．７ 東京２着

１９９９．５．４生 牝７栗 母 Persian Flute 母母 Sunday Best ３８戦５勝 賞金 １２１，８４７，０００円
〔騎手変更〕 エアフォルツァ号の騎手横山典弘は，第１１競走での馬場入場後の落馬負傷のため北村宏司に変更。
※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。



（１８中山１）第１日 １月５日（木曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２５９，３１０，０００円
１４，２２０，０００円
２，２２０，０００円
２２０，０００円
１，９２０，０００円
２７，３４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，６３７，０００円
４，８１４，０００円
１，７８７，７００円

勝馬投票券売得金
３５２，８７６，９００円
４２１，４９２，４００円
７５９，３１４，５００円
２，８９８，８３０，４００円
２，０９２，１３１，３００円
４９９，９９７，０００円
２，２９９，１０９，２００円
３，０８９，２８０，０００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 １２，４１３，０３１，７００円

総入場人員 ４５，３３３名 （有料入場人員 ４３，８０９名）




