
０３０６１ ２月１２日 晴 良 （１８東京１）第６日 第１競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

６１２� ブライティアミラ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド ４４６－ ８１：２１．９ ４．５�

２４ � ナチュラルウィン 牡３青鹿５６ D．バルジュー吉田 勝己氏 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４８４± ０１：２２．１１� １．７�
（伊）

８１５� カネツサンバ 牝３栗 ５４ 木幡 初広�カネツ牧場 清水 美波 門別 合資会社カ
ネツ牧場 ４３２－ ４１：２２．４１� ４１．０�

２３ � ルルドウォーター 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 門別 信育成牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ ７．０�
５１０�� ファウンテンビート 牡３栗 ５６ 石橋 脩馬目 卓氏 戸田 博文 浦河 冨岡牧場 ４４２± ０１：２２．５� ９０．４�
８１６� カネスキングオー 牡３栃栗５６ 小野 次郎杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 野島牧場 ４５０＋ ４１：２２．７１� ８６．０�
３６ ヤマノマイラヴ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊山泉 恵宥氏 谷原 義明 静内 キヨミネ牧場 ４３０－ ６１：２２．８� ８０．６	
７１３ セイカブレイズ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春久米 大氏 清水 英克 静内 タイヘイ牧場 ４８４－ ８１：２３．１２ ４４．４

１２ カズサハート 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹阿津 和昌氏 松永 勇 静内 佐竹 学 ４６０± ０ 〃 アタマ ２９４．６�
４８ � カネショウサンデー 牡３栗 ５６ 小林 淳一清水 正裕氏 富田 一幸 青森 荒谷牧場 ４８２＋２０１：２３．２クビ １７１．２�
４７ アルファジュリア 牝３芦 ５４ 内田 博幸貴悦 西塚 安夫 三石 澤田 嘉隆 ４１６－ ６１：２３．４１� １８．７�

（大井）

７１４ 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 ４０６＋ ２１：２３．８２� ４３３．７�
３５ ス ト レ イ フ 牡３鹿 ５６

５３ ▲吉田 隼人田中 春美氏 加賀 武見 三石 田中 春美 ４８４± ０１：２３．９� ４２８．５�
５９ � オーセンティック 牡３黒鹿５６ 穂苅 寿彦�和田牧場 和田 正道 静内 及川 麻吉 ５２６－ ２１：２４．１１� ２８．３�
１１ アイアムマイネル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝堀 紘一氏 杉浦 宏昭 浦河 佐々木 恵一 ４５８＋ ６ 〃 ハナ １０．６�
６１１� テ ン ユ ウ 牡３鹿 ５６

５３ ▲大野 拓弥渡邉 満男氏 田子 冬樹 静内 山岸 康 ４４６－ ６１：２４．２� ５８５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０５２，４００円 複勝： ２２，１８４，０００円 枠連： ２３，３９８，７００円

普通馬連： ８３，３３０，７００円 馬単： ７９，９３５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３８１，８００円

３連複： １０５，５３７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３５５，８２０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ５００円 枠 連（２－６） ３３０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� １，２１０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ２，５５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８０５２４ 的中 � ３２０２２（２番人気）
複勝票数 計 ２２１８４０ 的中 � ４１７０９（２番人気）� ７８５２７（１番人気）� ６５０１（８番人気）
枠連票数 計 ２３３９８７ 的中 （２－６） ５３９２４（１番人気）
普通馬連票数 計 ８３３３０７ 的中 �� １５５６５０（１番人気）
馬単票数 計 ７９９３５１ 的中 �� ５７０５４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３８１８ 的中 �� ４１４８３（１番人気）�� ３９９５（１５番人気）�� ５２４７（１１番人気）
３連複票数 計１０５５３７７ 的中 ��� ３０５５７（８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．２―１８．３―３０．３―４３．４―５６．２―１：０８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブライティアミラ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ハイブリツジスルー デビュー ２００５．１１．１２ 東京１３着

２００３．３．１９生 牝３鹿 母 ブライティアドーツ 母母 イ ニ ニ ４戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔騎手変更〕 カネツサンバ号の騎手丹内祐次は，第５日第１競走での落馬負傷のため木幡初広に変更。
〔制裁〕 カネツサンバ号の調教師清水美波は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００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。
（非抽選馬） １頭 ペンデュラー号
※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。



０３０６２ ２月１２日 晴 良 （１８東京１）第６日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０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

１：２２．７
１：２１．９

良

重

５１０� サトノスローン 牡３栗 ５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 米 Forging
Oaks LLC ４６２－ ４１：２８．０ ２．５�

１２ � フリーダムブラウン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二清進電設� 戸田 博文 米
Taylor Made
Farm, Inc. &
Brian Kahn

４８８± ０１：２９．２７ ７．０�
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） ５０８＋ ４１：２９．４１� ２５．７�
３５ ビッグユニット 牡３鹿 ５６ 吉田 豊杉山 美惠氏 保田 一隆 三石 明治牧場 ４６６＋ ６ 〃 ハナ ３６．６�
１１ � バンダムトレジャー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝山科 統氏 国枝 栄 米

Robert E. Meyer-
hoff & Saint Bal-
lado Syndicate

B５３４± ０ 〃 ハナ ３．８�
８１５ マイネルランプロス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５００± ０ 〃 アタマ ６．１�
３６ � ア ル ゲ ニ ブ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 久保田貴士 静内 武岡牧場 ４５２± ０１：２９．５	 １０．６	
（大井）

８１６� ゴールデンペガサス 牡３芦 ５６ 伊藤 直人露崎 勇氏 小林 常泰 静内 酒井 静男 ４５０＋ ２１：２９．６
 １４．６

７１３�� トーセンピュア 牝３黒鹿

５４
５１ ▲吉田 隼人島川 �哉氏 堀井 雅広 静内 へいはた牧場 ４１８± ０ 〃 アタマ ５４３．７�

２４ � マイネエムロード 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ４８２± ０１：３０．１３ ４５．４

２３ 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 ４３０＋ ２１：３０．６３ １４２．２�
６１１� タケショウニシキ 牡３鹿 ５６

５５ ☆松岡 正海�ナイト商事 加藤 和宏 様似 本巣 攻 ４６０± ０１：３０．７	 ２８４．０�
７１４� マグマエール 牝３鹿 ５４ 吉永 護加藤 勝秀氏 伊藤 伸一 門別 平成牧場 ４３０± ０ 〃 アタマ １０２．４�
５９ � ピースリング 牝３芦 ５４ 石橋 脩吉村 敏治氏 柴田 政人 静内 藤沢牧場 ４９０－ ４１：３１．２３ ２９３．３�
４８ � カムイコタン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一牧畠 清久氏 岩城 博俊 浦河 カナイシスタッド ４７４＋ ２１：３１．５１	 ７０４．０�
６１２� タカトモゴールド 牡３栗 ５６

５３ ▲水出 大介�橋 顕輔氏 大和田 稔 宮城 高友産業 ４１４－ ４１：３１．７１� ９９９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３８６，１００円 複勝： ２３，３８２，７００円 枠連： ３１，７４５，１００円

普通馬連： ９５，１９３，４００円 馬単： ８４，４８８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２５５，２００円

３連複： １０６，８８１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３８５，３３２，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １６０円 � ２３０円 � ４８０円 枠 連（１－５） ３６０円

普通馬連 �� ８７０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １，０８０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ６，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９３８６１ 的中 � ６２８７８（１番人気）
複勝票数 計 ２３３８２７ 的中 � ４８８２７（２番人気）� ２７１２３（４番人気）� １００３６（７番人気）
枠連票数 計 ３１７４５１ 的中 （１－５） ６６６０９（１番人気）
普通馬連票数 計 ９５１９３４ 的中 �� ８１５１５（２番人気）
馬単票数 計 ８４４８８４ 的中 �� ４５１７３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２５５２ 的中 �� １２７８０（５番人気）�� ５４１８（１４番人気）�� ３０６２（２５番人気）
３連複票数 計１０６８８１３ 的中 ��� １３０１０（２２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．１―１２．９―１２．７―１２．８―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．４―３６．５―４９．４―１：０２．１―１：１４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サトノスローン �
�
父 Woodman �

�
母父 Danzig デビュー ２００５．１２．２４ 中山６着

２００３．２．４生 牡３栗 母 Zarani Sidi Anna 母母 Emmaline ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※マイネエムロード号・マグマエール号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０３０６３ ２月１２日 晴 良 （１８東京１）第６日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

２４ シャドウビーチ 牝３鹿 ５４ D．バルジュー飯塚 知一氏 久保田貴士 浦河 本巣 敦 ４６２－ ８１：４２．０ ３．９�
（伊）

４７ � キープユアスマイル 牝３栗 ５４ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４２２± ０ 〃 クビ ７．６�
７１３� ジェネスタキオン 牝３芦 ５４ 柴田 善臣山口 真吾氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７４－ ８１：４２．１� ６．７�
７１４� クレヨンルージュ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５００± ０１：４２．２クビ １．９�

（大井）

５１０� サンマルセイコー 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲大野 拓弥相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５０± ０１：４２．８３� ４６６．５�
６１２ ウダチャーヒロイン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠曽根 秀廣氏 内藤 一雄 静内 友田牧場 ４９６－ ２ 〃 ハナ ２８．３�
４８ � 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 ４７８－ ６１：４３．２２� ３８．０	
３５ ネヴァファンタジー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治
ピーアンドピー伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４５６－ ４１：４３．４１� ４１０．９�
１２ ミネルバソング 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝細谷 典幸氏 国枝 栄 静内 桜井牧場 ４７２＋ ８１：４３．６１� ２５．１�
２３ ディアブローディア 牝３鹿 ５４ 木幡 初広ディアレスト 宗像 義忠 門別 高橋牧場 ４２４－ ２１：４３．８１ ６１．５
８１６ リリコスピント 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二�ミルファーム 菊川 正達 門別 ナカノファーム ４６４± ０１：４３．９� ２５．９�
６１１� エアイーリス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 
ラッキーフィールド池上 昌弘 様似 猿倉牧場 B４１２－ ４１：４４．９６ ２０１．８�
８１５� ソノフェリーチェ 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹�ターフ・スポート菊川 正達 浦河 冨岡牧場 ４３６＋ ４１：４５．２２ １２３．５�
３６ シノワールド 牝３鹿 ５４ 小林 淳一志野 昭夫氏 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ ４６．１�
１１ セイウンピュア 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 中本 隆志 ４２８＋ ２１：４６．１５ ２１８．８�

（１５頭）
５９ �� グ ラ ム 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆松岡 正海加藤 信之氏 相沢 郁 様似 鎌田 孝一 ４５８－ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： １９，７１０，６００円 複勝： ２８，１００，８００円 枠連： ３１，６１８，８００円

普通馬連： ９３，０３６，３００円 馬単： ８８，８７４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２２５，７００円

３連複： １１２，９７５，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４００，５４１，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � ２３０円 � ２１０円 枠 連（２－４） ８００円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ５００円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ２，６７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １９７１０６（返還計 ４２０２） 的中 � ４０３０８（２番人気）
複勝票数 差引計 ２８１００８（返還計 ６００５） 的中 � ６０５９４（２番人気）� ２９００２（４番人気）� ３３３０１（３番人気）
枠連票数 差引計 ３１６１８８（返還計 ３０７） 的中 （２－４） ２９３１６（４番人気）
普通馬連票数 差引計 ９３０３６３（返還計 ６１４６３） 的中 �� ５２８９０（４番人気）
馬単票数 差引計 ８８８７４３（返還計 ５３６２８） 的中 �� ２８７２２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２６２２５７（返還計 ２２５７６） 的中 �� １３４６９（４番人気）�� １３３７４（５番人気）�� ７４７２（９番人気）
３連複票数 差引計１１２９７５１（返還計１３１３１２） 的中 ��� ３１２４４（８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．２―１３．１―１４．０―１３．５―１２．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．７―４８．８―１：０２．８―１：１６．３―１：２９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５３．２―３F３９．２
３ ・（１４，１５，１６）（１２，４）（３，２）（１０，６）８，１（７，１１）１３－５ ４ ・（１４，１５，１６）（１２，２，４）（３，８，１０，６）（１，７）（１３，１１）５

勝馬の
紹 介

シャドウビーチ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００６．１．１４ 中山２着

２００３．３．４生 牝３鹿 母 ゴールデンキャロル 母母 キヤロルトウシヨウ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔騎手変更〕 エアイーリス号の騎手丹内祐次は，第５日第１競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
〔競走除外〕 グラム号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻５分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 グラム号は，平成１８年２月１３日から平成１８年３月１４日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
※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。



０３０６４ ２月１２日 晴 良 （１８東京１）第６日 第４競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４６ � ライブリチチカカ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎加藤 哲郎氏 沢 峰次 厚真 大川牧場 B４４６－ ４１：４１．２ １０３．１�

２２ サムシンググッド 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４９４－ ４１：４２．０５ ２４．５�
７１１� ダンシングクリス 牡３鹿 ５６ D．バルジュー森 保彦氏 秋山 雅一 静内 曾田農園 ４６０＋ ２ 〃 クビ ５１．９�

（伊）

６９ � マイネルプロメッサ 牡３栗 ５６
５５ ☆松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 三石 折手牧場 ５０２± ０１：４２．２１� ５．９�
６１０ トウショウノーティ 牡３芦 ５６ 菊沢 隆徳トウショウ産業� 戸田 博文 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５１４＋ ６１：４２．６２� ２０８．１�
８１４� グレートアドミラル 牡３黒鹿５６ O．ペリエ 植田 忠司氏 中野渡清一 浦河 小倉牧場 ４９６± ０１：４２．８１� ６．７	

（仏）

３３ � セ ラ ピ ー 牡３栗 ５６ 田中 勝春丸岡 啓一氏 石栗 龍彦 門別 ナカノファーム ４６８－ ２１：４３．０� ３．７

８１３� エイシンシテンノー 牡３青 ５６ 藤田 伸二平井 豊光氏 藤原 英昭 浦河 栄進牧場 ４９６± ０１：４３．１� ２．５�
５７ � ボ ビ ン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝齊藤四方司氏 手塚 貴久 門別 下河辺牧場 ４７６± ０１：４３．４１� １３．３�
１１ パレスソルジャー 牡３鹿 ５６

５３ ▲南田 雅昭西村 豊氏 南田美知雄 新冠 川上牧場 ４４６－１２１：４３．６１� ２２０．３
３４ 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 ４８６－ ４ 〃 ハナ １１．２�
４５ カイテキラボンバ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一国本 勇氏 高橋 裕 門別 三輪牧場 ５１０＋１０１：４３．８１� １５９．９�
７１２ ラピッドファイヤー 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４８０＋２０１：４７．３大差 ３６１．８�
５８ � アムールドリーム 牡３鹿 ５６ 内田 博幸平岡 茂樹氏 谷原 義明 鵡川 平岡牧場 ５０６＋ ４ （競走中止） ２８０．８�

（大井）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，８０６，１００円 複勝： ２８，１１３，０００円 枠連： ２８，６９５，５００円

普通馬連： ９９，１７０，１００円 馬単： １００，７０８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８９５，０００円

３連複： １２６，１２６，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４３１，５１４，７００円

払 戻 金

単 勝 � １０，３１０円 複 勝 � １，５４０円 � ７７０円 � １，３９０円 枠 連（２－４） ２４，４９０円

普通馬連 �� ５８，４１０円 馬 単 �� １４１，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，９１０円 �� １３，６３０円 �� １０，０４０円

３ 連 複 ��� ３１６，６１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８０６１ 的中 � １６６７（９番人気）
複勝票数 計 ２８１１３０ 的中 � ４７２１（９番人気）� １００２３（７番人気）� ５２７４（８番人気）
枠連票数 計 ２８６９５５ 的中 （２－４） ８６５（２４番人気）
普通馬連票数 計 ９９１７０１ 的中 �� １２５３（５５番人気）
馬単票数 計１００７０８８ 的中 �� ５２７（１０５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８９５０ 的中 �� ６０７（５３番人気）�� ４８５（５６番人気）�� ６６０（５０番人気）
３連複票数 計１２６１２６２ 的中 ��� ２９４（２０４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．４―１２．５―１２．８―１３．４―１３．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３６．２―４８．７―１：０１．５―１：１４．９―１：２８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ライブリチチカカ �
�
父 ライブリマウント �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２００５．８．１３ 新潟７着

２００３．５．１３生 牡３鹿 母 ライブリカーネギ 母母 リヴリアスユー ８戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔騎手変更〕 ラピッドファイヤー号の騎手丹内祐次は，第５日第１競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。
〔発走状況〕 マイネルプロメッサ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

エイシンシテンノー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 アムールドリーム号は，向正面で前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エイシンシテンノー号は，平成１８年２月１３日から平成１８年３月５日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラピッドファイヤー号は，平成１８年３月１２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または施行団体名を表示している。



０３０６５ ２月１２日 晴 良 （１８東京１）第６日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （ダート・左）

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

１：２２．７
１：２１．９

良

重

８１５ ダイワフォルゴーレ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ５００ ―１：２８．９ １．９�

７１３� テンダイエンペラー 牡３鹿 ５６ 江田 照男岩崎 昇氏 増沢 末夫 三石 乾 皆雄 ５０４ ―１：２９．０� ６９．１�
４８ � シュピルマン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司田口 廣氏 坂本 勝美 平取 原田 新治 ４５２ ―１：２９．７４ １５．６�
６１１ スプリングダイアン 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一加藤 春夫氏 堀 宣行 様似 堀 弘康 ４３４ ―１：３０．０１	 １１．０�
５９ 
 コスモタイド 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二岡田美佐子氏 田村 康仁 米 T. F. Van-

Meter ４７２ ― 〃 ハナ １３．７�
３６ ベルモントカイト 牡３鹿 ５６ 松永 幹夫 �ベルモントファーム 小西 一男 新冠 ベルモント

ファーム ４８６ ― 〃 クビ ２７．４�
７１４
 ゼンノアピール 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣大迫久美子氏 高橋 祥泰 米 Jim Slack ４５６ ―１：３０．４２� ４．９	
８１６ キングドリーム �３栗 ５６ 小林 淳一齋藤 宏明氏 富田 一幸 浦河 日向牧場 ４７４ ―１：３０．７２ １５１．９

５１０ ヤクモオーカン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広�山崎牧場 杉浦 宏昭 八雲 山崎牧場 ４５６ ―１：３１．２３ ５．７�
２３ �� ノ ボ バ ン ク 牡３鹿 ５６ 小野 次郎�池ばた 阿部 新生 えりも 熊沢牧場 ４９０ ―１：３１．３クビ １２９．８�
１１ � トーアシャナオー 牡３鹿 ５６

５３ ▲吉田 隼人東亜駿馬 鈴木 勝美 豊浦トーア牧場 ４５８ ―１：３２．２５ ２４７．４�
３５ カイシュウワンダー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４６０ ―１：３２．５２ ３３．１�
６１２ ローリエビレッジ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊山本 精一氏 岩城 博俊 三石 原口牧場 ４５４ ―１：３５．０大差 １３１．６�
２４ タカトモビバーチェ 牡３栗 ５６

５３ ▲大野 拓弥�橋 顕輔氏 二本柳俊一 宮城 高友産業 ４５４ ―１：３６．９大差 ２１７．０�
４７ デルマゼウス 牡３黒鹿５６ 穂苅 寿彦浅沼 廣幸氏 和田 正道 門別 ファニーヒルファーム ４８２ ―１：３８．９大差 １８２．３�

（１５頭）
１２ � ディレットーレ 牡３青鹿５６ 佐藤 哲三柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，２５０，９００円 複勝： １９，１３２，８００円 枠連： ２８，６３８，２００円

普通馬連： ８０，４２４，１００円 馬単： ８７，１６６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２８５，０００円

３連複： １００，０４８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３５７，９４５，９００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １４０円 � １，０５０円 � ４００円 枠 連（７－８） ４６０円

普通馬連 �� ６，０９０円 馬 単 �� ９，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９２０円 �� ７８０円 �� ８，９７０円

３ 連 複 ��� ３２，１８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１２５０９ 的中 � ９０６３３（１番人気）
複勝票数 計 １９１３２８ 的中 � ５７６１６（１番人気）� ３３７２（９番人気）� １０２０１（６番人気）
枠連票数 計 ２８６３８２ 的中 （７－８） ４６５３２（２番人気）
普通馬連票数 計 ８０４２４１ 的中 �� ９７４６（２０番人気）
馬単票数 計 ８７１６６１ 的中 �� ６９４１（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２８５０ 的中 �� ２７０２（２４番人気）�� ７１３２（８番人気）�� ５６０（４９番人気）
３連複票数 計１０００４８８ 的中 ��� ２２９５（６８番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．４―１２．０―１２．８―１２．９―１３．３―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．０―２４．４―３６．４―４９．２―１：０２．１―１：１５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワフォルゴーレ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Ski Champ 初出走

２００３．３．２１生 牡３鹿 母 ヴ ォ ル ピ ア 母母 Najera １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 ディレットーレ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローリエビレッジ号・タカトモビバーチェ号・デルマゼウス号は，平成１８年３月１２日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 カミノコンコルド号・グラッドテンエイ号・ジェネスヤマト号・タケショウボス号・ロリーポッパー号



０３０６６ ２月１２日 晴 良 （１８東京１）第６日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・左）

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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

５７ � エンジェルローブ 牝３鹿 ５４
５３ ☆松岡 正海 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４０８ ―１：３７．８ ７．８�

７１０ パブリッシャー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸平井 卓志氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：３８．４３� ２．４�
（大井）

２２ � ビートローズ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲吉田 隼人林 千枝子氏 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 ４８０ ―１：３８．５� ６７．７�

６８ � マ ロ ロ ン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 斉藤 恒雄 ４０６ ―１：３８．７１� ２８．４�
４５ � セヴンワンダーズ 牡３鹿 ５６ D．バルジュー �ノースヒルズマネジメント 和田 正道 新冠 北星村田牧場 ５０６ ― 〃 ハナ １３．４�

（伊）

８１２� ミヤマリンドウ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春居城 要氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム ４６８ ―１：３９．０２ ９．６�
７１１ ニシノフラッシュ 	３栗 ５６ 村田 一誠西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４４８ ―１：３９．４２� ９９．８	
５６ ラストトレジャー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：３９．５� ５．５

１１ � ハロウィンシチー 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 高橋 義博 静内 出羽牧場 ４４０ ―１：３９．７１ ４７．９�
８１３� スパークリング 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別トヨサトアライファーム ４６６ ― 〃 ハナ ４．３
４４ � ニシノツバメ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩西山 茂行氏 高橋 祥泰 鵡川 西山牧場 ４５４ ―１：４０．０１
 ４１．９�
６９ � ヒカルフェニックス 牡３芦 ５６

５３ ▲水出 大介本間 茂氏 古賀 一隆 三石 土田農場 ４４２ ―１：４１．０６ ２２１．４�
３３ � ダークサイレンス 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �丸幸小林牧場 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 B４９４ ―１：４２．３８ １０７．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，２３９，５００円 複勝： ２２，６４９，２００円 枠連： ２６，７９６，１００円

普通馬連： ８４，５３１，０００円 馬単： ８７，６９３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９１４，０００円

３連複： １０２，６４４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３６６，４６７，５００円

払 戻 金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２２０円 � １４０円 � ９００円 枠 連（５－７） ４２０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� ２，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ２，７９０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� １０，１４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１２３９５ 的中 � ２１５４７（４番人気）
複勝票数 計 ２２６４９２ 的中 � ２７１２２（４番人気）� ５８７７１（１番人気）� ４５０９（９番人気）
枠連票数 計 ２６７９６１ 的中 （５－７） ４７５３４（２番人気）
普通馬連票数 計 ８４５３１０ 的中 �� ６９７１４（３番人気）
馬単票数 計 ８７６９３２ 的中 �� ２５７０６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９１４０ 的中 �� １４４５５（３番人気）�� １７２６（２９番人気）�� ３０３８（１８番人気）
３連複票数 計１０２６４４５ 的中 ��� ７４７１（３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．４―２５．５―３７．７―５０．２―１：０２．９―１：１４．９―１：２６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エンジェルローブ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

２００３．２．２生 牝３鹿 母 サクラハゴロモ 母母 クリアアンバー 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または施行団体名を表示している。



０３０６７ ２月１２日 晴 良 （１８東京１）第６日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （芝・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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１０� リザーブカード 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ８１：３５．５ ３．２�

８１４ ミストラルクルーズ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４９２－ ６１：３５．６� ６．７�
７１２� 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 ５０２＋１４１：３６．０２� ７．０�
３５ � ス ピ ン オ フ 牡３栗 ５６

５５ ☆松岡 正海伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン
牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ５．２�

５９ � ゲ イ ル ワ ン 牡３栗 ５６ 北村 宏司�RRA 久保田貴士 門別 田端牧場 ４６２＋ ２１：３６．１クビ ８．６�
４７ � コスモスカイライン 牝３栗 ５４ 木幡 初広岡田美佐子氏 矢野 進 門別 松平牧場 ４２６－ ４ 〃 クビ ４４．１	
２３ � メタルビーズ 牝３黒鹿５４ 江田 照男�下河辺牧場 武藤 善則 門別 下河辺牧場 ４００－ ８１：３６．３１� ４６．１

６１１� ブラックシャドウ 牡３青 ５６ D．バルジュー田畑 法賢氏 田中 清隆 新冠 川上 悦夫 ５２０＋１０１：３６．４� ６．２�

（伊）

８１５� ラ ム グ レ ス 牝３鹿 ５４
５１ ▲吉田 隼人水上 行雄氏 清水 利章 浦河 笠松牧場 ４４８＋ ４１：３６．５	 ４８．７�

５８ � ノボワールド 牡３黒鹿５６ 石橋 脩�池ばた 柴田 政人 静内 キヨミネ牧場 ４３８－ ４１：３６．６クビ ３５．３
１１ �� コスモワイズマン 牡３黒鹿５６ 小野 次郎岡田美佐子氏 阿部 新生 新冠 須崎牧場 ４９４± ０ 〃 クビ ３０．６�
２２ �
 キタニッポン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸渡辺 典六氏 赤間 清松 静内 大典牧場 ５２０＋ ３１：３７．２３� １６２．１�

（大井） （大井）

３４ �� オリオンザシュネル 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三日浦 桂子氏 根本 康広 三石 大塚牧場 ４８０± ０１：３７．３� ３３．２�
４６ � ユーセイシアトル 牡３鹿 ５６ 田中 勝春小川 敏夫氏 二ノ宮敬宇 静内 石川 栄一 ４４０± ０ 〃 クビ ４９．４�
７１３� ジャスミンフレイズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥内藤 好江氏 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４６８－１０１：３８．６８ ３７０．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，９８６，６００円 複勝： ３２，５５２，０００円 枠連： ３６，２３１，０００円

普通馬連： １３８，５７８，１００円 馬単： １１３，４８８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，５８０，０００円

３連複： １５４，７８７，４００円 ３連単： 発売なし 計： ５３３，２０３，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ２２０円 枠 連（６－８） ７１０円

普通馬連 �� １，２９０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ４５０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４９８６６ 的中 � ６２０５１（１番人気）
複勝票数 計 ３２５５２０ 的中 � ７６０２７（１番人気）� ３７１０７（３番人気）� ３５７４５（４番人気）
枠連票数 計 ３６２３１０ 的中 （６－８） ３７７７３（２番人気）
普通馬連票数 計１３８５７８１ 的中 �� ７９８４５（４番人気）
馬単票数 計１１３４８８１ 的中 �� ４２０５０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２５８００ 的中 �� １３９３２（５番人気）�� １８６０５（２番人気）�� １０５０２（９番人気）
３連複票数 計１５４７８７４ 的中 ��� ５１２２５（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．１―４７．４―１：００．２―１：１２．２―１：２３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リザーブカード �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Bering デビュー ２００５．７．３ 函館１着

２００３．２．１７生 牡３鹿 母 ディナータイム 母母 Dinner Out ６戦２勝 賞金 ２１，７６１，０００円
※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。



０３０６８ ２月１２日 晴 良 （１８東京１）第６日 第８競走 ��２，１００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・左）

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，１８．１．１４以降４歳５００・５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

２：０８．０
２：０５．９

良

良

７１３� ユメノシルシ 牡４黒鹿５６ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４９６－ ４２：１４．２ ３．４�

３５ メジロバーミューズ 牝４鹿 ５４ 内田 博幸�メジロ牧場 菊川 正達 伊達 メジロ牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ７．３�
（大井）

２３ � マイピッカリン �５黒鹿５７ 北村 宏司伊藤 信之氏 坂本 勝美 静内 フジワラフアーム ５５０－ ２２：１４．９４ ３．６�
５９ � ヴイトゥリー 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝木浪 巖氏 岩戸 孝樹 静内 西川富岡牧場 ５３６－ ２２：１６．０７ １６．９�
６１１ ヴェルティージュ 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹竹� 大晃氏 尾形 充弘 平取 清水牧場 ４６６＋１６ 〃 クビ ８．６�
８１６� ワキノムテキ 牡４鹿 ５６

５５ ☆松岡 正海脇山 良之氏 萩原 清 白老 白老ファーム ５１４－ ２２：１６．１クビ ２０．６�
７１４ オンワードウシワカ 牡５芦 ５８ 田中 勝春樫山 ハル氏 成宮 明光 浦河 オンワード牧場 ４８４－ ２２：１６．４１	 ５．８	
３６ �� パ ル キ セ キ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一木浪 巖氏 岩戸 孝樹 新冠 早田牧場新

冠支場 B５０６－ ６２：１６．９３ １１４．１

８１５� ローレルシード 牡４鹿 ５６ 石橋 脩 �ローレルレーシング 矢野 進 青森 青森桜井牧場 ４７０± ０２：１７．０
 ４０．０�
５１０�� ヴィクトリーバトル 牡５鹿 ５７ 江田 照男アローネットサービス� 佐藤 吉勝 浦河 大柳ファーム B５０６－１６２：１７．２１
 １００．１
４７ �� トウカイクルーズ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二内村 正則氏 成島 英春 門別 碧雲牧場 ４９８－ １２：１７．４１ ５７．９�
１２ � マイネルジェダイト 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 林 孝輝 ５０２＋１２２：１８．３５ ２５８．４�
２４ �� トミケンサンデー 牝４栗 ５４ D．バルジュー冨樫 賢二氏 坂本 勝美 浦河 高田牧場 ４５２－ ４２：１８．４クビ １０５．６�

（伊）

４８ テイエムガルチオー 牡６栗 ５７ 柴田 善臣竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 B４８４－ ６２：１８．７２ １４．４�
６１２� エイユーツービート �５鹿 ５７ 高山 太郎笹部 義則氏 佐々木亜良 新冠 ハーバー牧場 ５１２－ ６２：２０．４大差 ３２９．２�
１１ �� ペンフレンド 牡５栗 ５７ 小林 淳一堀川 義雄氏 岩城 博俊 三石 田中 春美 ４９８± ０２：２０．５
 ２０１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６３６，９００円 複勝： ２８，９４８，２００円 枠連： ４０，６８６，３００円

普通馬連： １４８，６６６，３００円 馬単： １１６，０７３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，６４８，０００円

３連複： １６３，６４３，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５５１，３０２，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � １４０円 枠 連（３－７） ７８０円

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ２８０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１６３６９ 的中 � ５０９５９（１番人気）
複勝票数 計 ２８９４８２ 的中 � ６４８３７（１番人気）� ３１０１０（４番人気）� ６４７９４（２番人気）
枠連票数 計 ４０６８６３ 的中 （３－７） ３８５０６（２番人気）
普通馬連票数 計１４８６６６３ 的中 �� ７９７６７（４番人気）
馬単票数 計１１６０７３８ 的中 �� ３４９９６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１６４８０ 的中 �� １６３４４（４番人気）�� ３１３６２（１番人気）�� １６２３３（５番人気）
３連複票数 計１６３６４３３ 的中 ��� ８１５０２（２番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．４―１２．５―１２．８―１２．８―１２．５―１３．０―１３．２―１２．９―１２．７―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．６―３１．１―４３．９―５６．７―１：０９．２―１：２２．２―１：３５．４―１：４８．３―２：０１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．８
１
３
１３（５，８，１０）（６，１５）（３，９）－４，１６，７，１１（１２，１４）－２－１
１３，８（５，１０）（６，１５）（３，９）－１６，４－７，１１－（１２，１４）－（１，２）

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

勝馬の
紹 介

�ユメノシルシ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．１０．３１ 東京９着

２００２．２．２５生 牡４黒鹿 母 ユ メ シ バ イ 母母 ヨドセンリヨウ １２戦２勝 賞金 ２２，７５０，０００円
〔騎手変更〕 ヴイトゥリー号の騎手丹内祐次は，第５日第１競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイユーツービート号・ペンフレンド号は，平成１８年３月１２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〕 トウカイクルーズ号・テイエムガルチオー号は，平成１８年３月１２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） １頭 エゾノシャトー号
（非抽選馬） ３頭 エプソムライジン号・カルストンキングオ号・バンダムカーン号
※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。



０３０６９ ２月１２日 晴 良 （１８東京１）第６日 第９競走 ��
��１，６００�カ ト レ ア 賞

発走１４時２５分 （ダート・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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

７１４� レッドバースピン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝藤田与志男氏 坂口 正則 米 W. G. Lys-
ter III ５０２＋ ２１：４０．１ １３．２�

８１５ ゴールドオアシス 牝３鹿 ５４ 吉田 豊福島 実氏 嶋田 功 門別 沖田牧場 ４５０－ ４１：４０．２� １５．５�
２４ マナーハウス 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一吉田 勝己氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５００－ ６１：４０．８３� ７．４�
６１２	
 グロスターチャーム 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�服部牧場 中野渡清一 静内 服部 牧場 ４２０－ ６１：４１．３３ ８１．９�
７１３� デュアルプロセッサ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 米 North Star

Equine, Inc ４６４± ０１：４１．５１� ３．７�
１１ 	� ス ズ カ ボ ス 牡３青鹿５６ 小林 徹弥永井 啓弍氏 藤岡 範士 静内 酒井 静男 ４６４－１４１：４１．６� ３．５�
５９ 	 クラシックスタイル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸丸岡 啓一氏 菊川 正達 門別 ナカノファーム ４６８－ ４１：４１．９１� ３４．８	

（大井）

３５ 	 ワインアドバイザー 牡３青鹿５６ D．バルジュー �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：４２．１� １８．６

（伊）

４８ � ロードスウェアー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一 �ロードホースクラブ 土田 稔 新冠 �渡 信義 ４４６＋ ２１：４２．９５ １３３．１
３６ � ボストンキコウシ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春ボストンホース� 松山 康久 米 David E.

Hager, II ４８８＋ ２１：４３．４３ ２６．０�
１２ � エイシンハンニバル 牡３青鹿５６ 松永 幹夫平井 豊光氏 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ４５６－ ６１：４３．８２� １２２．５�
２３ 	 スーパーパンサー 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 浜野順之助氏 沢 峰次 浦河 片田 保 ４７０＋ ４１：４４．０� １１．９�

（仏）

６１１ ベルモントユリア 牝３黒鹿５４ 菊沢 隆徳 �ベルモントファーム 中野渡清一 新冠 ベルモント
ファーム ４３０－ ４１：４４．１� １４５．８�

８１６ エイダイタカラブネ 牝３芦 ５４ 藤田 伸二�東振牧場 鈴木 康弘 鵡川 東振牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ５．５�
５１０� セイウンハンクス 牡３栗 ５６ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Moreau Bloodstock

International, Inc. ４７４＋１０１：４４．２� ４７７．２�
４７ シルクラズベリー 牝３栗 ５４ 江田 照男有限会社シルク大和田 稔 新冠 武田 修一 ４４０－ ４１：４５．３７ １９２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，９０１，５００円 複勝： ５３，７８４，７００円 枠連： ６２，１２５，９００円

普通馬連： ２７３，６０１，３００円 馬単： １７１，３６５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，２３３，４００円

３連複： １９３，９１５，１００円 ３連単： ４３３，５５９，１００円 計： １，２８０，４８６，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ３６０円 � ３９０円 � ２４０円 枠 連（７－８） ５７０円

普通馬連 �� ６，８２０円 馬 単 �� １２，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０００円 �� １，６５０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� １６，０００円 ３ 連 単 ��� ９０，４２０円

票 数

単勝票数 計 ３９９０１５ 的中 � ２３９５２（６番人気）
複勝票数 計 ５３７８４７ 的中 � ３７５７７（５番人気）� ３４４０６（６番人気）� ６８０３５（３番人気）
枠連票数 計 ６２１２５９ 的中 （７－８） ８１０７７（１番人気）
普通馬連票数 計２７３６０１３ 的中 �� ２９６２３（２６番人気）
馬単票数 計１７１３６５２ 的中 �� ９７８０（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２２３３４ 的中 �� ６３４１（２５番人気）�� ７７３５（２２番人気）�� １２９０６（１２番人気）
３連複票数 計１９３９１５１ 的中 ��� ８９４７（５４番人気）
３連単票数 計４３３５５９１ 的中 ��� ３５３９（２９２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．９―１２．６―１３．２―１３．５―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．３―４７．９―１：０１．１―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４F５２．２―３F３９．０
３ ７（１３，１６）１０，１，５（２，４）１２（３，９）１４（８，６）（１５，１１） ４ ・（７，１３，１６）（１０，１，５）４（１２，９，１４）２（８，３，１１）（６，１５）

勝馬の
紹 介

�レッドバースピン �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Boundary デビュー ２００５．１１．１３ 京都５着

２００３．２．１７生 牡３栗 母 How Could You 母母 Raise a Ten ６戦２勝 賞金 ２０，０２０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクラズベリー号は，平成１８年３月１２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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アサクサバンザイ号・エヒテンヴィーゼ号・サンワードピラー号・ビヨンドザムーン号・マチカネタマカズラ号・

リファインドボディ号
※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。



０３０７０ ２月１２日 晴 良 （１８東京１）第６日 第１０競走 ��
��２，０００�

りっしゅん

立 春 賞
発走１５時００分 （芝・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下，１７．２．１２以降１８．２．５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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 １，８４０，０００
１，８４０，０００

円
円

付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

３４ � ジャッキーテースト 牝５黒鹿５４ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４２６＋ ４２：００．４ ４．２�

４５ � ジョリーノエル 牝４黒鹿５２ 小野 次郎 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４９２－ ４ 〃 クビ ２２．８�
６１０ ディーエスハリアー 牡４鹿 ５５ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４６６－ ２２：００．５クビ ７．２�
２２ ロフティーエイム 牝４鹿 ５２ 松岡 正海 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 追分 追分ファーム ４９８＋ ４２：００．７１� ４．７�
４６ コンドルクエスト 牡５鹿 ５８ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２ 〃 同着 ４．０�
５７ トウショウアタック 牡４栗 ５３ 小林 淳一トウショウ産業� 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＋ ２２：００．９１ ４０．０	
１１ 	 エイシンサリヴァン 牡４芦 ５５ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 米 Hermitage

Farm LLC ４９０－ ２２：０１．０
 １２．２

７１１�� ドラマチックテナー 牡４鹿 ５３ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２ 〃 クビ ２９．６�
（大井）

８１３ マイネルモンシェリ 牡６鹿 ５３ 江田 照男 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 静内 コスモビューファーム ４９２－ ４２：０１．１クビ １１９．７�

７１２	 ウェルシュステラ 牝７栗 ５４ D．バルジューサウスニア� 高市 圭二 愛 Orpendale ５０２－ ２２：０１．４２ １３．５
（伊）

８１４ ローズウッド 牝７黒鹿５１ 水出 大介岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 増本 良孝 ４９４－ ２２：０１．５� ２２０．４�
５８ � ハートランドヒリュ 牡１０黒鹿５０ 武士沢友治豊田 稔氏 清水 久雄 浦河 能登 一男 ５０６－ ４２：０１．６クビ １００．１�
３３ レディインブラック 牝５黒鹿５３ 勝浦 正樹�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 B４５４＋ ２２：０１．７� ８．４�
６９ � マルタカキラリー 牡８黒鹿５２ 吉田 隼人高橋 義和氏 浅野洋一郎 静内 永島農産興業 ４６６－ ２２：０１．９１� ９１．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３９，７０８，８００円 複勝： ５６，０６６，４００円 枠連： ５７，１９３，０００円

普通馬連： ３０６，２６３，５００円 馬単： １９７，９９７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，６５４，４００円

３連複： ２２３，２２２，０００円 ３連単： ５２９，４８７，９００円 計： １，４６７，５９３，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １９０円 � ５３０円 � ２３０円 枠 連（３－４） ５６０円

普通馬連 �� ４，６９０円 馬 単 �� ８，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５１０円 �� ７２０円 �� ２，０６０円

３ 連 複 ��� １４，０５０円 ３ 連 単 ��� ７６，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３９７０８８ 的中 � ７６２９３（２番人気）
複勝票数 計 ５６０６６４ 的中 � ９２５４３（２番人気）� ２２８６９（８番人気）� ６８２９６（４番人気）
枠連票数 計 ５７１９３０ 的中 （３－４） ７６５５２（１番人気）
普通馬連票数 計３０６２６３５ 的中 �� ４８２８８（２２番人気）
馬単票数 計１９７９９７９ 的中 �� １６４８８（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７６５４４ 的中 �� ９３０２（２３番人気）�� ２０７０７（６番人気）�� ６６９１（２５番人気）
３連複票数 計２２３２２２０ 的中 ��� １１７２８（４７番人気）
３連単票数 計５２９４８７９ 的中 ��� ５０９８（２６３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．２―１２．１―１２．０―１２．２―１２．４―１１．６―１２．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．０―３６．２―４８．３―１：００．３―１：１２．５―１：２４．９―１：３６．５―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

�ジャッキーテースト �
�
父 カ ー ネ ギ ー �

�
母父 Sexton Blake

２００１．１．３１生 牝５黒鹿 母 ジャッキーマックス 母母 Silver Spring １２戦４勝 賞金 ４６，２４３，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ローズウッド号の騎手丹内祐次は，第５日第１競走での落馬負傷のため水出大介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ロードグランディス号
※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。



０３０７１ ２月１２日 晴 良 （１８東京１）第６日 第１１競走 ��
��３，４００�第５６回ダイヤモンドステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・左）

４歳以上，１７．２．１２以降１８．２．５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 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５５３，０００円 １５８，０００円 ７９，０００円
生産者賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード

３：３１．９
３：３１．９

良

良

４７ � マッキーマックス 牡６栗 ５４ 藤田 伸二薪浦 亨氏 藤原 英昭 早来 吉田 三郎 ４８８－１０３：３０．３レコード ５．１�

３４ � メジロトンキニーズ 牝４鹿 ５０ 吉田 豊�メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 ４９８± ０３：３０．７２� １６．９�
８１５ トウカイトリック 牡４鹿 ５４ 芹沢 純一内村 正則氏 松元 省一 三石 土田 扶美子 ４３０－ ４３：３０．８クビ １９．８�
７１３ ハイフレンドトライ 牡６栗 ５３ 小林 淳一�橋 顕輔氏 根本 康広 新冠 新冠橋本牧場 ４８４± ０３：３１．５４ １９．１�
７１２� ファストタテヤマ 牡７鹿 ５７．５ 勝浦 正樹辻 幸雄氏 安田伊佐夫 新冠 秋田牧場 ４７０－ ２３：３１．６� １５．７�
６１１ ハイアーゲーム 牡５青鹿５６ 内田 博幸臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５２６－ ６３：３１．８１ ４．７�

（大井）

２３ � フサイチアウステル 牡４鹿 ５６ O．ペリエ 関口 房朗氏 池江 泰寿 米 Edward P.
Evans ４７８± ０３：３２．０１ ３．０	

（仏）

５８ ゴーウィズウィンド 牡７黒鹿５３ 松岡 正海岡田 牧雄氏 国枝 栄 新冠 オートファー
ム 
渡 B４６８－ ４ 〃 ハナ １１１．２�

２２ シャドウビンテージ 牡６鹿 ５５ 田中 勝春飯塚 知一氏 河野 通文 門別 下河辺牧場 ４９２－１０３：３２．８５ ２２．９�
５９ オペラシチー 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三 友駿ホースクラブ 佐々木晶三 浦河 北光牧場 ４９６± ０３：３３．０１	 １１．１�
３５ � ルーベンスメモリー 牡６鹿 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４８０－ ２３：３４．７大差 １３．４�
１１ � ブリットレーン 牡７黒鹿５３ 後藤 浩輝 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加賀 武見 浦河 昭和牧場 ５００± ０３：３５．４４ ４０．６�
８１４ アンドゥオール 牡７黒鹿５７ 松永 幹夫 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７８－１０３：３８．０大差 ３５．７�
６１０ ダイワキングコン 牡４栗 ５３ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 ４５８± ０３：３８．８５ １６４．３�
４６ � シェイクマイハート 牡６芦 ５４ D．バルジュー �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４８４± ０３：３９．３３ ８２．９�

（伊）

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３０，１９０，４００円 複勝： １６４，８７２，３００円 枠連： １９１，８２３，７００円

普通馬連： １，１８７，４３４，８００円 馬単： ６６５，９６７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０４，３６４，８００円

３連複： ９３７，０４７，１００円 ３連単： １，９５７，１７１，４００円 計： ５，４３８，８７１，９００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２００円 � ５２０円 � ５４０円 枠 連（３－４） １，８８０円

普通馬連 �� ３，０３０円 馬 単 �� ４，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� １，７６０円 �� ３，３３０円

３ 連 複 ��� １９，４４０円 ３ 連 単 ��� ６２，６００円

票 数

単勝票数 計１３０１９０４ 的中 � ２０３００４（３番人気）
複勝票数 計１６４８７２３ 的中 � ２７８８５３（２番人気）� ７５１７０（８番人気）� ７１６１８（９番人気）
枠連票数 計１９１８２３７ 的中 （３－４） ７５４７８（１０番人気）
普通馬連票数 計１１８７４３４８ 的中 �� ２８９３６５（１１番人気）
馬単票数 計６６５９６７４ 的中 �� １０２８８６（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０４３６４８ 的中 �� ４５４５２（１１番人気）�� ２８６４３（２３番人気）�� １４８０９（４５番人気）
３連複票数 計９３７０４７１ 的中 ��� ３５５７５（７７番人気）
３連単票数 計１９５７１７１４ 的中 ��� ２３０７７（１９６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．４―１２．５―１２．２―１２．６―１２．０―１２．７―１２．７―１２．１―１２．５―１２．７―１２．４―１２．４―１１．７―１２．３
―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� ２，４００�
１２．８―２４．５―３６．９―４９．４―１：０１．６―１：１４．２―１：２６．２―１：３８．９―１：５１．６―２：０３．７―２：１６．２―２：２８．９

２，６００� ２，８００� ３，０００� ３，２００�
―２：４１．３―２：５３．７―３：０５．４―３：１７．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マッキーマックス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 デ イ ク タ ス デビュー ２００２．１２．８ 中京１着

２０００．３．２０生 牡６栗 母 クリアーチャンス 母母 ノーザンクリアー １７戦３勝 賞金 １２８，３１１，０００円
※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。



０３０７２ ２月１２日 晴 良 （１８東京１）第６日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１５分 （ダート・左）

牝，４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．１．１４以降４歳１，０００・５
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

１：２２．７
１：２１．９

良

重

１２ ピクシーダスト 牝４鹿 ５５ 内田 博幸 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：２６．１ ２．８�
（大井）

４７ アイアムアドーター 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４７０－ ８ 〃 アタマ ２０．９�
８１５� シトラスブリーズ 牝７鹿 ５５ 藤田 伸二臼田 浩義氏 清水 利章 新冠 勝川牧場 ４７０－ ４１：２６．５２� ８．５�
５１０ ゴットザビート 牝４栗 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース栗田 博憲 白老 白老ファーム ４８０± ０ 〃 クビ ６．５�
４８ � ケイアイステルス 牝７黒鹿５５ O．ペリエ 亀田 守弘氏 南田美知雄 静内 佐竹 哲 ４７２－ ４１：２６．９２� ８．６�

（仏）

３６ � オポテューニティ 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４８４－ ８１：２７．０� １１２．８	
１１ シュウザンアイ 牝４栗 ５５

５４ ☆松岡 正海平 正幸氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６６－ ２１：２７．１� ６．５

７１３� エフテーコンコルド 牝４鹿 ５５ 吉田 豊深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 沖田 忠幸 ５１２± ０ 〃 ハナ ７９．７�
７１４� アマビリータ 牝６鹿 ５５ 石橋 脩 �社台レースホース矢野 進 千歳 社台ファーム ４８４－ ６１：２７．２� １０．１�
５９ � センノクニャーズ 牝４鹿 ５５

５２ ▲鈴木 慶太浅野 正敏氏 内藤 一雄 三石 村上牧場 ４４４－１２１：２７．４１ ６５．４
２４ フレンドリーステラ 牝４鹿 ５５

５２ ▲大野 拓弥増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４５０＋ ６１：２７．５� １７．８�
６１１ レザムルーズ 牝４栗 ５５ 村田 一誠�日進牧場 中野 隆良 浦河 成隆牧場 ４９０± ０ 〃 アタマ １０１．６�
３５ 	 リキサンピュアティ 牝６黒鹿 ５５

５２ ▲吉田 隼人 �ハイパワー商事 奥平 真治 早来 ノーザンファーム ４７６＋１０１：２７．６クビ ２７．４�
２３ コパノスピーキング 牝６栗 ５５ 勝浦 正樹小林 祥晃氏 藤原 辰雄 静内 千代田牧場 ４３０－ ２１：２７．９１� ４６．５�
６１２ ザップトウショウ 牝５鹿 ５５ 小林 淳一トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７８＋ ２１：２８．２１� ２９．９�
８１６ ケイビイスパイダー 牝７鹿 ５５

５２ ▲南田 雅昭菊池 昭雄氏 奥平 真治 新冠 競優牧場 ４６２－ ４１：２８．３� ７６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，５１６，２００円 複勝： ５４，１９４，７００円 枠連： ７８，９６２，２００円

普通馬連： ３１８，６６０，７００円 馬単： ２１０，３８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，９５２，５００円

３連複： ２５４，２５８，３００円 ３連単： ５８８，７９８，５００円 計： １，６１１，７２３，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ４９０円 � ２２０円 枠 連（１－４） ６２０円

普通馬連 �� ３，４８０円 馬 単 �� ４，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２３０円 �� ５２０円 �� ２，６４０円

３ 連 複 ��� ８，３４０円 ３ 連 単 ��� ４２，９００円

票 数

単勝票数 計 ４１５１６２ 的中 � １２１０１１（１番人気）
複勝票数 計 ５４１９４７ 的中 � １２５１８０（１番人気）� ２１９６７（８番人気）� ６３６４２（３番人気）
枠連票数 計 ７８９６２２ 的中 （１－４） ９４４８８（１番人気）
普通馬連票数 計３１８６６０７ 的中 �� ６７７１２（１５番人気）
馬単票数 計２１０３８０７ 的中 �� ３１５７４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４９５２５ 的中 �� １２７２１（１５番人気）�� ３３６０１（３番人気）�� ５７２８（３５番人気）
３連複票数 計２５４２５８３ 的中 ��� ２２５００（２５番人気）
３連単票数 計５８８７９８５ 的中 ��� １０１３１（１０８番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピクシーダスト �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Zilzal デビュー ２００５．２．１３ 東京２着

２００２．５．２２生 牝４鹿 母 シャンクシー 母母 Rich and Riotous ９戦３勝 賞金 ２９，５００，０００円
〔騎手変更〕 リキサンピュアティ号の騎手丹内祐次は，第５日第１競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
〔制裁〕 シュウザンアイ号の騎手松岡正海は，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。
※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 アポロベルーガ号・サンクス号・デュアルライフ号・トップアサティス号・ブルーチェイサー号・

ベルモントミサンガ号
※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。



（１８東京１）第６日 ２月１２日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

２３６，８７０，０００円
４，２００，０００円
１９，１１０，０００円
３，１１０，０００円
２７０，０００円
１，８８０，０００円
２４，８１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，６１９，５００円
４，９６１，０００円
１，８２８，１００円

勝馬投票券売得金
４１９，３８６，０００円
５３３，９８０，８００円
６３７，９１４，５００円
２，９０８，８９０，３００円
２，００４，１３９，０００円
５８６，３８９，８００円
２，５８１，０８６，８００円
３，５０９，０１６，９００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
計 １３，１８０，８０４，１００円

総入場人員 ３９，６４６名 （有料入場人員 ３８，５０２名）




