
０５０１３ ２月２６日 雨 不良 （１８中山２）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

６１２ ブラックバッカラ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊服部 英男氏 谷原 義明 静内 服部 牧場 ５２２＋ ２１：１２．４ ３．７�

４８ ミネルバサウンド 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�ターフ・スポート松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ４６８± ０ 〃 アタマ １２．９�
１２ � ラブランジェリ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３４＋１０１：１３．０３� ２．４�
８１６� ウエルアウェイ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 平取 広川牧場 ４５０－ ６１：１３．２１ ４．９�

（大井）

６１１ クールダンサー 牝３鹿 ５４ M．デムーロ川上 哲司氏 坂本 勝美 三石 沖田 博志 ４５６＋ ４１：１３．３� ５３．２�
（伊）

３６ モトメチャン 牝３鹿 ５４
５１ ▲大野 拓弥小池 宗人氏 杉浦 宏昭 静内 タイヘイ牧場 ４７４－ ４ 〃 ハナ ２３．０�

１１ スイートシャッセ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 奥平 雅士 静内 和田農林（有） ４５８＋ ４１：１４．４７ ８７．７	
５１０ ベルモントソナタ 牝３鹿 ５４ 穂苅 寿彦 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４１２－１２ 〃 ハナ ８．２

２４ � バイカルリッチ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４４８－ ６１：１４．８２� ２９２．６�
２３ スズノクロカミ 牝３栗 ５４ 村田 一誠小紫 芳夫氏 後藤 由之 門別 坂 牧場 ４３６＋ ２１：１５．３３ ５８８．４
４７ モンテサファイヤ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春毛利 喜昭氏 高橋 裕 門別 新井 弘幸 ４２８± ０１：１６．６８ ２６２．４�
３５ � ローランレヴュー 牝３鹿 ５４ D．バルジュー斉藤 敏博氏 畠山 吉宏 浦河 多田 善弘 ４０８－ ２１：１６．９１� １３０．７�

（伊）

５９ イブキハゴロモ 牝３鹿 ５４
５１ ▲吉田 隼人�伊吹 星野 忍 門別 小岩牧場 ４５２± ０ （競走中止） ３６０．９�

８１５ チャームラブ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一タマモ� 萱野 浩二 新冠 小泉牧場 ４５４－ ６ （競走中止） ５４．４�
７１３� ハローマイラブ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松岡 正海冨沢 敦子氏 相沢 郁 浦河 酒井 源市 ４８２＋ ６ （競走中止） ３０．３�
７１４ タケデンスイング 牝３青鹿５４ 宗像 徹武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４７８－ ２ （競走中止） ６０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６０６，３００円 複勝： ２８，０１５，１００円 枠連： ３０，０８１，８００円

普通馬連： ９６，８３８，５００円 馬単： ９４，７０１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，７２７，８００円

３連複： １２５，８４１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４２３，８１２，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � １１０円 枠 連（４－６） ２，２２０円

普通馬連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ３，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １８０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０６０６３ 的中 � ４５０５３（２番人気）
複勝票数 計 ２８０１５１ 的中 � ５２２９８（２番人気）� ２０７６５（４番人気）� １０３３１７（１番人気）
枠連票数 計 ３００８１８ 的中 （４－６） １００４２（９番人気）
普通馬連票数 計 ９６８３８５ 的中 �� ３５４０４（７番人気）
馬単票数 計 ９４７０１９ 的中 �� １９４４０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７７２７８ 的中 �� ８２１０（７番人気）�� ４９５２９（１番人気）�� １１０４８（５番人気）
３連複票数 計１２５８４１２ 的中 ��� ６１５１０（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．２―１２．７―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．９―４６．６―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックバッカラ �
�
父 ラ ム タ ラ �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００５．７．１７ 新潟４着

２００３．２．１５生 牝３鹿 母 ローレンシア 母母 シユンミサキ ４戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔競走中止〕 タケデンスイング号は，競走中に疾病〔右第３中手骨開放骨折〕を発症したため３コーナーで競走中止。

ハローマイラブ号は，３コーナーで，転倒した「タケデンスイング」号に触れて，騎手が落馬したため競走中止。
チャームラブ号・イブキハゴロモ号は，３コーナーで，転倒した「タケデンスイング」号に触れて，転倒したため競走中止。

〔その他〕 モンテサファイヤ号・ローランレヴュー号は，３コーナー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。

※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 メグリアイ号
※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。



０５０１４ ２月２６日 雨 不良 （１８中山２）第２日 第２競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

若手騎手，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

７１３ マルブツクロス 牡３芦 ５６
５３ ▲大野 拓弥大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５１８－ ８１：５５．８ ３．４�

７１４ サンデーレオン 牡３栗 ５６ 大庭 和弥田中 博之氏 相沢 郁 門別 本間牧場 ４７６＋ ４１：５６．０１� １２８．０�
１２ ゴールドステイブル 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎元屋地文明氏 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ５１２＋ ２１：５６．１� ２．９�
８１５� マイネルコレドール 牡３鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 浦河 北俣 光浩 B４９４－ ６１：５６．２� ８．６�

５９ ニシノバニーガール 牝３黒鹿 ５４
５３ ☆川田 将雅西山 茂行氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ４２０－ ４ 〃 ハナ １４．６�

６１２� ローレルハンバーバ 牡３黒鹿 ５６
５４ △丹内 祐次 �ローレルレーシング 矢野 進 静内 橋谷 折 ４７４－ ８１：５６．３� １７．６�

１１ � ケイジーウィザード 牡３栗 ５６
５３ ▲南田 雅昭鹿倉 勝�氏 加藤 修甫 三石 山腰 義忠 ４６６＋ ２ 〃 アタマ ５３．８	

３５ ミヤコノアドミラル 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人吉田喜代司氏 成宮 明光 青森 明成牧場 ４９６＋ ２１：５６．８３ １２．６

３６ コアレスウォルデン 牡３鹿 ５６

５３ ▲加藤士津八小林 昌志氏 鈴木 康弘 門別 原田牧場 ４８４± ０１：５６．９クビ １０５．３�
４７ フジファレノプシス 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４５８－ ２１：５７．０� ２４３．２�
４８ � マイネルイディオス 牡３鹿 ５６

５４ △津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加賀 武見 門別 滝本 健二 ５２８± ０１：５７．４２� ７．４

６１１�� ナフプリオン 牡３青鹿
５６
５３ ▲塚田 祥雄橋本 忠雄氏 本間 忍 門別 浦新 徳司 ４８４－１２１：５７．６１ ４３．２�

２４ �� カシノロイヤル 牝３鹿
５４
５１ ▲小島 太一柏木 務氏 吉永 正人 浦河 日優牧場 ４５０－ ４１：５７．７� ３４１．３�

５１０� アルスヴィド 牡３鹿 ５６ 梶 晃啓加藤 信之氏 伊藤 伸一 門別 道見牧場 ４８０－ ４１：５７．８� １３．６�
２３ ベルモントカイト 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �ベルモントファーム 小西 一男 新冠 ベルモント

ファーム ４９０＋ ４１：５８．９７ ６０．８�
８１６� ゼネラルビスティー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水出 大介備前島 融氏 成宮 明光 青森 原 盛定 ４７４－１０２：００．５１０ ３０１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６１５，３００円 複勝： ２５，０３７，５００円 枠連： ３４，９０７，８００円

普通馬連： １１７，４１５，７００円 馬単： ９４，３８２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，２２７，０００円

３連複： １３４，５３６，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４５６，１２２，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � １，６７０円 � １５０円 枠 連（７－７） １６，１２０円

普通馬連 �� １９，７２０円 馬 単 �� ２３，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４１０円 �� ３００円 �� ５，１５０円

３ 連 複 ��� １８，５８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０６１５３ 的中 � ４８５５６（２番人気）
複勝票数 計 ２５０３７５ 的中 � ５０３５６（２番人気）� ２４１５（１３番人気）� ５７９３２（１番人気）
枠連票数 計 ３４９０７８ 的中 （７－７） １５９９（３１番人気）
普通馬連票数 計１１７４１５７ 的中 �� ４３９６（４１番人気）
馬単票数 計 ９４３８２３ 的中 �� ２９０６（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９２２７０ 的中 �� １４７８（４４番人気）�� ２９２６３（１番人気）�� １２６３（５１番人気）
３連複票数 計１３４５３６４ 的中 ��� ５３４４（５３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．９―１３．０―１３．３―１２．５―１２．４―１３．０―１３．２―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．９―３７．９―５１．２―１：０３．７―１：１６．１―１：２９．１―１：４２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．７
１
３

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

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

マルブツクロス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スリルシヨー デビュー ２００６．１．８ 中山２着

２００３．５．２６生 牡３芦 母 ロイヤルクロス 母母 スタームーン ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔騎手変更〕 アルスヴィド号の騎手松岡正海は，第１競走での落馬による検査のため梶晃啓に変更。

サンデーレオン号の騎手吉田隼人は，第１競走での落馬による検査のため大庭和弥に変更。
〔発走状況〕 騎手変更に伴う馬場入場遅れのため，発走時刻４分遅延。
〔３走成績による出走制限〕 ゼネラルビスティー号は，平成１８年３月２６日まで平地競走に出走できない。



０５０１５ ２月２６日 雨 不良 （１８中山２）第２日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・右）

牝，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

３５ フロイデタンツェン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸生駒 倍浩氏 小西 一男 三石 タガミファーム ４９８ ―１：１２．４ ２．２�
（大井）

５１０� アンジェトワール 牝３栗 ５４ 幸 英明飯田 良枝氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４２６ ―１：１３．２５ １０．２�
２３ � テンジンハナマツリ 牝３栗 ５４

５１ ▲塚田 祥雄�テンジン 大江原 哲 新冠 小泉牧場 ４４０ ―１：１３．３� ７２．３�
８１５ オンワードリリカ 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４７８ ―１：１３．４� １３．０�
７１４� ウエスタンプリマ 牝３栗 ５４ 鈴木 啓之西川 賢氏 菊川 正達 静内 北西牧場 ４２４ ―１：１３．５クビ ４２．９�

（大井）

１１ � ヒカルマイゴール 牝３栗 ５４ 福永 祐一�橋 京子氏 戸田 博文 白老 白老ファーム ４３２ ― 〃 クビ １７．２�
３６ グランドミューズ 牝３栗 ５４ 小野 次郎	グランド牧場 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４３６ ―１：１３．７１� ３．４

４７ アトマイザー 牝３栗 ５４ 伊藤 直人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 門別 槇本牧場 ４４４ ―１：１４．７６ ２９．４�
１２ � マリーローズ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二	日進牧場 本間 忍 浦河 江渡 繁治 ４４６ ―１：１５．０１� ８２．２�
２４ � アミフジクーニャン 牝３黒鹿 ５４

５２ △丹内 祐次	内藤牧場 矢野 照正 茨城 内藤牧場 ４３８ ― 〃 クビ ９７．６
６１１� リネンリトル 牝３鹿 ５４ 江田 照男戸山 光男氏 中尾 銑治 新冠 富本 茂喜 ４２２ ―１：１５．１� １１２．９�
５９ ハバネロキャット 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 潤 静内 岡田牧場 ４１４ ―１：１５．２クビ ３０．７�
７１３� イージーリクルート 牝３芦 ５４ 土谷 智紀江川 伸夫氏 田子 冬樹 新冠 川上 悦夫 ４４０ ―１：１５．３� ２６１．３�
８１６� ル ナ リ ア 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �ローレルレーシング 柴田 政人 新冠 川島牧場 ４６６ ―１：１６．１５ ３６．６�
４８ モンテドーター 牝３青鹿５４ 北村 宏司毛利 喜昭氏 松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ３９２ ―１：１６．３１� １０．７�
６１２ サ ン ク ー ル 牝３鹿 ５４ 田中 勝春河内 孝夫氏 小西 一男 門別 川島 貞二 ４２６ ―１：１６．７２� ９３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６２２，１００円 複勝： ２０，４０３，４００円 枠連： ４１，３０７，６００円

普通馬連： ８６，２１８，９００円 馬単： ８９，９７９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９９７，７００円

３連複： １０８，１０８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３９０，６３７，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ２７０円 � １，３３０円 枠 連（３－５） ５２０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ３，８１０円 �� ８，７５０円

３ 連 複 ��� ３３，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０６２２１ 的中 � ７５２０６（１番人気）
複勝票数 計 ２０４０３４ 的中 � ６６０２６（１番人気）� １６７１４（３番人気）� ２５９７（１２番人気）
枠連票数 計 ４１３０７６ 的中 （３－５） ５９７４８（２番人気）
普通馬連票数 計 ８６２１８９ 的中 �� ４７５５５（２番人気）
馬単票数 計 ８９９７９４ 的中 �� ３３０９９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９９７７ 的中 �� １２１８０（２番人気）�� １４８６（３７番人気）�� ６４０（６６番人気）
３連複票数 計１０８１０８５ 的中 ��� ２３８９（７８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．３―１２．３―１２．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．１―３４．４―４６．７―５９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３８．０
３ ３（１４，１５）１（６，１６）（５，１０）７－２（４，１１）１３，８－（９，１２） ４ ３（１４，１５）（１，５）（６，１６）１０－（７，２）（４，１１）－１３－９，８，１２

勝馬の
紹 介

フロイデタンツェン �
�
父 ストローズクリーク �

�
母父 Lord At War 初出走

２００３．４．１３生 牝３鹿 母 ターフサルート 母母 Wanda Kaye １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 アドマイヤフッキー号・ウェルスビューロウ号・エールスタンス号・キャッチングタイム号・クールプレーヌ号・

ザッツアメージング号・ディープパープル号・トーセンオリーブ号・ナイアース号・ブルートリニティ号・
ペタサイトラブ号・ベルベティーン号・マドリガーレ号・モーニングラヴ号・ユメヲコワサナイデ号・リヒター号・
リンガスクインビー号・ルシファー号・レッツレッツワン号・レモンフレーヴァー号

※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。



０５０１６ ２月２６日 雨 不良 （１８中山２）第２日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５９ � スタンディングベア 牡３鹿 ５６ M．デムーロ千明牧場 岩戸 孝樹 浦河 千明牧場 ４７８ ―１：５６．２ ６．０�
（伊）

７１３� ワールドレコード 牡３黒鹿５６ 池田 鉄平山上 和良氏 柴崎 勇 三石 京野 節子 ４６２ ―１：５６．５１� ４１．３�
３５ � ディーエスザホープ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷田牧場 ４２０ ―１：５７．０３ ２０９．２�
２４ � ロードヴィサージ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ロードホースクラブ 田村 康仁 三石 山口 忠彦 ４６８ ―１：５７．１� ３．６�

（大井）

７１４ パワフルシチー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 門別 富川田中牧場 ４７０ ―１：５７．４２ １５．７�
２３ � エスエスウィナー 牡３芦 ５６ 村田 一誠澤田 新吾氏 中島 敏文 新冠 競優牧場 ４６８ ―１：５７．６１	 ５６．３�
６１２� フライトノート 牡３鹿 ５６ D．バルジュー 	サンデーレーシング 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４８４ ―１：５７．９２ ６．１


（伊）

４７ �� パシフィスト 牡３栗 ５６ 江田 照男 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大江原 哲 門別 佐々木牧場 ４９２ ―１：５９．１７ ９３．１�

１１ ハルフジオー 牡３鹿 ５６ 幸 英明佐藤 隆氏 境 征勝 新冠 的場牧場 ４８８ ―２：００．１６ １５．８�
８１５� ヤマニンエボニー 牡３黒鹿５６ 北村 宏司土井 肇氏 清水 利章 新冠 錦岡牧場 ４８８ ―２：００．５２
 ３７．２
８１６� パッションルンバ 牝３栗 ５４ 福永 祐一吉橋 計氏 戸田 博文 門別 本田 武雄 ４８２ ―２：００．９２
 １７．２�
５１０� アサショウキング 牡３鹿 ５４ 武 豊榮 義則氏 森 秀行 豪 Reavill Farm Thor-

oughbreds Pty Ltd ４７８ ―２：０１．４３ ２．７�
４８ � カーティスレイク �３鹿 ５６ 田中 剛伊達 秀和氏 上原 博之 門別 サンシャイン

牧場 ４６０ ―２：０１．５クビ ３０３．０�
１２ � フジマサフラワー 牝３黒鹿５４ 木幡 初広藤原 正一氏 佐々木亜良 新冠 石田牧場 ５３０ ―２：０３．０９ ８５．６�

（１４頭）
３６ � サンドバギー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春長谷川兼美氏 沢 峰次 門別 有限会社

飯田牧場 ５００ ― （競走除外）

６１１� ア モ ロ ー ソ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩加藤 徹氏 清水 利章 門別 中館 孝 ４７２ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２１，６０７，５００円 複勝： ２４，７５５，６００円 枠連： ４１，２９７，０００円

普通馬連： ９０，６４４，７００円 馬単： ８８，６８６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０５３，４００円

３連複： ９９，２３９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３９０，２８４，６００円

払 戻 金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２５０円 � ６７０円 � ３，８２０円 枠 連（５－７） １，０７０円

普通馬連 �� １１，８８０円 馬 単 �� ２０，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１００円 �� １４，４３０円 �� ３８，３５０円

３ 連 複 ��� ４６０，６３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２１６０７５（返還計 １４６１５） 的中 � ２８８２１（３番人気）
複勝票数 差引計 ２４７５５６（返還計 １４７０６） 的中 � ３１３４９（４番人気）� ９２５８（８番人気）� １４６１（１３番人気）
枠連票数 差引計 ４１２９７０（返還計 １３２６） 的中 （５－７） ２８６１７（５番人気）
普通馬連票数 差引計 ９０６４４７（返還計１４１５２８） 的中 �� ５６３２（３２番人気）
馬単票数 差引計 ８８６８６８（返還計１３４６７３） 的中 �� ３２３６（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２４０５３４（返還計 ３８３５５） 的中 �� １９４０（３２番人気）�� ４０８（６７番人気）�� １５３（８８番人気）
３連複票数 差引計 ９９２３９６（返還計２６９１８４） 的中 ��� １５９（２７９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１２．７―１２．９―１２．９―１３．１―１３．３―１３．１―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３７．３―５０．２―１：０３．１―１：１６．２―１：２９．５―１：４２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F４０．０
１
３

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

・（４，１０，５，１３）（１，２）１２－（１４，１６）９，３，７－（８，１５）・（４，５，１３）－（１０，９）（１，１６，１２）１４（３，７）＝（８，１５）２
勝馬の
紹 介

�スタンディングベア �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Fit to Fight 初出走

２００３．５．２４生 牡３鹿 母 シービーフレイム 母母 Flaminia １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 エスエスウィナー号の騎手松岡正海は，第１競走での落馬負傷のため村田一誠に変更。
〔競走除外〕 サンドバギー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。

アモローソ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジマサフラワー号は，平成１８年３月２６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 エアクラマン号・シルクデュエリスト号・フルフレーム号・ローランウェルズ号
※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。



０５０１７ ２月２６日 雨 稍重 （１８中山２）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

４７ ダイワバゼラード 牡３鹿 ５６ M．デムーロ大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：５１．７ ３．５�
（伊）

２３ � マイネルシュバルツ 牡３青鹿５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 浦河 日東牧場 ４８２－ ４１：５１．９１ ３．６�

（大井）

８１５ ソニックルーラー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義細谷 典幸氏 国枝 栄 静内 桜井牧場 ５００－ ４１：５２．１１ ６．８�
５１０� キングルーキー 牡３鹿 ５６ 土谷 智紀廣松 金次氏 古賀 一隆 浦河 馬道 隆 B４８０＋ ２ 〃 クビ ３０．５�
６１１� カナハラグリーン 牡３芦 ５６ 郷原 洋司寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ４６２－ ４１：５２．３１� １７．０�
５９ � 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 ５０４－ ２１：５２．４� ５．９	

（伊）

７１３� ミヤギブレイド 牡３栗 ５６ 石橋 脩菅原 光博氏 大和田 稔 新冠 カミイスタット ４３０± ０ 〃 アタマ ５２．７

２４ � アラマサスナイパー 牝３黒鹿５４ 田中 勝春�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４０８＋ ６ 〃 アタマ ６．３�
３５ �� デスバラード 牡３鹿 ５６ 中舘 英二ディアレスト 田村 康仁 三石 三石ファーム ４４０－１４ 〃 ハナ １９．４�
１２ � グラスエルフ 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿伊東 純一氏 尾形 充弘 新冠 早田牧場新

冠支場 ４１６－ ２１：５２．６１	 ２１５．７
７１４� ヤマニンアルチザン 牡３鹿 ５６ 江田 照男土井 肇氏 中島 敏文 新冠 錦岡牧場 ４４４－ ４ 〃 クビ １７９．８�
４８ ジュエルアワード 牝３黒鹿５４ 武士沢友治十二 政美氏 中野渡清一 様似 瀬口 信正 ４８０＋ ４１：５３．１３ ２０１．０�
６１２� ワイルドリッチ 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥田中 春美氏 鈴木 勝美 三石 築紫 洋 B４２０－ ６１：５３．６３ ３５１．２�
１１ � アッパレムスメ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小島 太一西村新一郎氏 吉永 正人 三石 小河 豊水 ４２２＋ ４ 〃 クビ ４３．７�
３６ ユーワミネルヴァ 牝３栗 ５４ 小林 淳一�ユーワ 岩戸 孝樹 静内 神垣 道弘 ４３２－ ６１：５４．４５ １９１．６�
８１６ エフテーギャル 牝３鹿 ５４

５１ ▲佐藤 聖也深野 茂雄氏 根本 康広 三石 斉藤 正男 ４２８＋１２１：５５．４６ ２１４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２７４，１００円 複勝： ２６，６７２，２００円 枠連： ３７，９３６，２００円

普通馬連： １０２，８５３，５００円 馬単： １００，０８２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，０４９，２００円

３連複： １４０，８９３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４５７，７６１，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（２－４） ３３０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ５００円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，５６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２７４１ 的中 � ４６５３１（１番人気）
複勝票数 計 ２６６７２２ 的中 � ５４５２３（１番人気）� ５０４６５（２番人気）� ２８９０８（５番人気）
枠連票数 計 ３７９３６２ 的中 （２－４） ８５１４８（１番人気）
普通馬連票数 計１０２８５３５ 的中 �� １２１２４１（１番人気）
馬単票数 計１０００８２２ 的中 �� ６１４３２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９０４９２ 的中 �� ２６２６０（１番人気）�� １３６０９（７番人気）�� １５０８３（５番人気）
３連複票数 計１４０８９３９ 的中 ��� ６７０４０（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．９―１２．３―１２．０―１２．０―１３．１―１２．９―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３６．８―４８．８―１：００．８―１：１３．９―１：２６．８―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３７．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

ダイワバゼラード �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１．１５ 中山２着

２００３．３．３１生 牡３鹿 母 マストシーストップ 母母 マ ガ ロ ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 エフテーギャル号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ヤマニンアルチザン号の騎手江田照男は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ベルグヤワタ号・レオヴァーサス号
（非抽選馬） ２頭 パリサンジェルマン号・リソウ号
※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。



０５０１８ ２月２６日 雨 不良 （１８中山２）第２日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （ダート・右）

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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

３４ � インテレット 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４８４± ０１：５４．４ ３．６�
（大井）

４６ スズカイエロー 牡３鹿 ５６
５４ △津村 明秀永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B５１２＋ ４ 〃 ハナ ７．１�

５８ � バ ル バ ロ 牡３鹿 ５６ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ４９０－ ８ 〃 クビ ６．１�

８１３ ケイアイマイバッハ 牡３青鹿５６ O．ペリエ 亀田 守弘氏 石毛 善彦 新冠 松浦牧場 ４７０± ０１：５４．７１� ２３．４�
（仏）

６１０� マルブツボーイ 牡３栃栗 ５６
５３ ▲大野 拓弥大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４４８－ ９１：５５．４４ ９７．７�

７１１� フレンチウォリアー 牡３鹿 ５６ M．デムーロ吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９６－ ６１：５５．６１� ２．２	
（伊）

３３ �� オリオンザシュネル 牡３栗 ５６
５３ ▲佐藤 聖也日浦 桂子氏 根本 康広 三石 大塚牧場 ４７６－ ４１：５５．７クビ ８７．１


１１ � ポートエリザベス 牝３栃栗５４ 勝浦 正樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 門別 前川ファーム ４２０＋ ２１：５６．０１� ２４．４�
８１４� トーホウカウンター 牝３栗 ５４ 横山 典弘東豊物産� 戸田 博文 浦河 吉田 隆 ４４４－ ２１：５６．２１ １６．３�
６９ �� スマートバイパー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一大川 徹氏 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５１４＋ ６１：５６．５１� ７１．７
４５ � ホッカイカフェ 牡３鹿 ５６

５３ ▲小島 太一西川 恭子氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ５１４＋１０１：５６．８２ ７８．４�
５７ マイネルカルディア 牡３鹿 ５６ D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 坂本 勝美 静内 マギーファーム B４８６＋ ２１：５７．５４ ５５．２�

（伊）

７１２� ライトモーション 牝３鹿 ５４
５２ △丹内 祐次柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ３９２－１６１：５７．８２ １５８．０�

（１３頭）
２２ エルブランコ 牝３芦 ５４ D．バルジュー �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

（伊）

売 得 金

単勝： ２６，９７８，３００円 複勝： ３１，６１７，５００円 枠連： ３１，５０５，４００円

普通馬連： １３１，８７６，１００円 馬単： １２７，０９１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，０５４，６００円

３連複： １５７，１８２，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５４０，３０６，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � ２００円 枠 連（３－４） １，５４０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ４６０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６９７８３ 的中 � ５９１６８（２番人気）
複勝票数 計 ３１６１７５ 的中 � ５８１８２（２番人気）� ３５１３０（４番人気）� ４２６１４（３番人気）
枠連票数 計 ３１５０５４ 的中 （３－４） １５１５３（７番人気）
普通馬連票数 計１３１８７６１ 的中 �� ５９６９３（５番人気）
馬単票数 計１２７０９１９ 的中 �� ３６２４９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４０５４６ 的中 �� １６５０２（５番人気）�� １９２２７（４番人気）�� ９９０３（９番人気）
３連複票数 計１５７１８２３ 的中 ��� ４２１８３（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．０―３７．９―５０．８―１：０３．４―１：１６．３―１：２９．１―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．１
１
３
８（５，９，１２）（４，１３）（３，１４）（１，６）（７，１０）１１・（８，９，１３，１４，６）（５，４，３，１２，１１）（１，１０）－７

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

勝馬の
紹 介

�インテレット �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００５．１０．１６ 東京９着

２００３．３．２４生 牡３鹿 母 ボンヌシャンス 母母 マツクホープ ５戦２勝 賞金 １６，０００，０００円
〔出走取消〕 エルブランコ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 マイネルカルディア号の騎手松岡正海は，第１競走での落馬負傷のためD．バルジューに変更。
※ライトモーション号は，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または施行団体名を表示している。



０５０１９ ２月２６日 雨 不良 （１８中山２）第２日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （ダート・右）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．１．２８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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

２３ � リトルスポーツカー 牝４栗 ５５
５２ ▲吉田 隼人藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Flaxman

Holdings Ltd. ４４４－ ６１：１１．２ １．６�

１１ �� ノーブルカフェ 牡５栗
５７
５４ ▲小島 太一西川 恭子氏 小島 太 米 Brushwood

Stable ４４４－ ２１：１１．９４ １１．１�
２４ トウキュウキング 牡５鹿 ５７

５５ △丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４８４＋１０１：１２．０クビ １３．５�
８１６� ハリアーズリベンジ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信藤田与志男氏 武藤 善則 米 Berkshire

Stud B４５２＋ ４１：１２．２１	 ２９．８�
６１１ プリンコックス 牡６鹿 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 沢 峰次 浦河 上田 精三 ４９２－ ２ 〃 クビ １４．０�
３６ ナムラオルフェ 牡４黒鹿５７ 柄崎 将寿奈村 信重氏 柄崎 孝 浦河 帰山 清貴 ４８６＋ ２１：１２．３
 ５７．３�
７１３� パ メ ラ 牝５黒鹿５５ D．バルジュー吉田 和美氏 小島 茂之 新冠 早田牧場新

冠支場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ２３．７	
（伊）

５９ � マイディザート 牝４鹿 ５５ 幸 英明村上 正喜氏 大和田 稔 浦河 北俣 光浩 ４４８－ ６１：１２．４クビ ２６２．１

８１５�� ネイチャーストーム 牡５鹿 ５７

５５ △津村 明秀井上 修一氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ５２０＋１２１：１２．５� ７１．７�
６１２� ドゥーウィズウイン 牝９鹿 ５５ 沢 昭典新井 孝治氏 沢 峰次 浦河 岡本 昌市 ４９８－ ２１：１２．６クビ ３８．６�
４７ カナハラコマンダー 牡４鹿 ５７ 小林 淳一寺内 正光氏 山田 要一 門別 谷川畜産 ５０２－ ８１：１２．７� １４０．８
４８ � オリオンザブリーズ 牝４鹿 ５５

５２ ▲佐藤 聖也日浦 桂子氏 根本 康広 新冠 川上 悦夫 ４７０－ ４１：１２．９１	 ５８６．７�
３５ � エレガンストラッド 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎�野坂牧場 境 征勝 静内 岡田牧場 ４８４＋ ４１：１３．０� １７８．９�
５１０ ゴールドザボーガー 牡４鹿 ５７ 武 豊 �ゴールドレーシング 秋山 雅一 三石 飯岡牧場 B４９２－ ４１：１３．１クビ ５．２�
１２ デルマアポロ 牡４栗 ５７ 天間 昭一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 原口 圭二 ４５２－ ４１：１３．６３ １００．８�
７１４� ギャンブルアゲン 牡５栗 ５７ 内田 博幸浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 静内 三木田 明仁 ４９６＋１０ 〃 クビ ７６．７�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，１９１，９００円 複勝： ３０，９９４，０００円 枠連： ４３，４８０，５００円

普通馬連： １５３，２０３，９００円 馬単： １６２，６５５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，０５２，８００円

３連複： １９７，８７１，０００円 ３連単： 発売なし 計： ６６０，４４９，９００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � ３６０円 枠 連（１－２） ６４０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ５００円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ２，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１１９１９ 的中 � １６２８４０（１番人気）
複勝票数 計 ３０９９４０ 的中 � １１８０９５（１番人気）� ２６３０７（３番人気）� １５０２９（５番人気）
枠連票数 計 ４３４８０５ 的中 （１－２） ５０３４８（３番人気）
普通馬連票数 計１５３２０３９ 的中 �� １５７０４４（２番人気）
馬単票数 計１６２６５５８ 的中 �� １１９２２０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１０５２８ 的中 �� ３２２１５（２番人気）�� ２０６３０（４番人気）�� ５９０９（１７番人気）
３連複票数 計１９７８７１０ 的中 ��� ５８０８２（７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．１―１２．２―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．８―４６．０―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３７．４
３ ３（１，１３）（４，１４）（８，１１，１６）（７，１２）５（１０，１５）（６，９）＝２ ４ ・（３，１３）１（４，１４）（１１，１６）（７，８）（６，１２，１５）（５，１０）９＝２

勝馬の
紹 介

�リトルスポーツカー �
�
父 Seeking the Gold �

�
母父 Nureyev デビュー ２００５．１．９ 中山２着

２００２．４．１８生 牝４栗 母 Ring of Fire 母母 Imperfect Circle １１戦２勝 賞金 ２５，８８６，０００円
〔騎手変更〕 ネイチャーストーム号の騎手松岡正海は，第１競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。
〔制裁〕 ナムラオルフェ号の騎手柄崎将寿は，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。
※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。
（非抽選馬） ４頭 アスキットアジュ号・サキノリュウオー号・ハイフレンドバリア号・リンクスクイン号
※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。



０５０２０ ２月２６日 雨 稍重 （１８中山２）第２日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・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，１８．１．２８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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

３６ � ロードスフィーダ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘 �ロードホースクラブ 伊藤 正徳 米 Damara
Farm ４６８－ ４１：５０．０ ６．２�

４７ レイズユアドリーム 牡４鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：５０．１� ４．２�
７１４	 ヤマニンメルベイユ 牝４栗 ５４ 武 豊土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４８２－ ６１：５０．３１
 １．８�
６１１� ダイヤモンドプラド 牡４芦 ５６ 小野 次郎青山 洋一氏 伊藤 伸一 米 P. S. Birsh ４４０＋ ８１：５０．７２� １２８．０�
１１ マイネルピカドール 牡５黒鹿５７ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 堀 宣行 静内 ビツグレツドフアーム ５１２＋４０１：５１．１２� ３２．１�

（伊）

２３ � ゴールドカフェ �６栗 ５７
５４ ▲小島 太一西川 恭子氏 小島 太 米 Lucille

Conover B４５２－１６１：５１．２� ６３．５	
４８ ウインバリエンテ �５鹿 ５７ 小林 淳一�ウイン 清水 英克 新冠 森永 正志 ４５６－ ４１：５１．５２ １４１．６

８１５	 フジマサチャンプ 牡７栗 ５７ 大西 直宏藤原 正一氏 佐々木亜良 門別 中川 浩典 ４４６＋ ６１：５１．６クビ ３３．８�
３５ フォスターズソング 牡５鹿 ５７ 木幡 初広岡田美佐子氏 稲葉 隆一 千歳 社台ファーム ５００－１０ 〃 ハナ １５．３�
７１３ クラウニングワーク 牡４栗 ５６ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４２６－ ４１：５１．８１
 １６９．９
５９ 	 サクラトライアンフ 牡４鹿 ５６ 内田 博幸�さくらコマース勢司 和浩 静内 谷岡牧場新

和分場 ４７２－ ２ 〃 クビ １２．８�
（大井）

５１０ マイネルシルバート 牡４青鹿５６ 梶 晃啓 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 ビツグレツドフアーム ４８４＋２０１：５１．９� １６０．５�

１２ 	 スペシャルグリーン 牡５栗 ５７
５４ ▲吉田 隼人斎藤 光政氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ５０８＋１０１：５２．０クビ ５１５．７�

２４ 	 ビリーヴザミラクル 牝４栗 ５４ 村田 一誠 �キャロットファーム 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４５４－１６ 〃 アタマ ２６５．１�
６１２ ダイワブレスイング 牡６鹿 ５７ 田中 勝春大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム B４５８± ０１：５２．４２� ９０．０�
８１６	 フォトジェニー 牝５青鹿５５ D．バルジュー吉田 勝己氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４５８－ ２１：５３．０３� ４２．９�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，２３２，４００円 複勝： ３６，６７４，９００円 枠連： ４７，１０５，７００円

普通馬連： １７２，２９５，１００円 馬単： １７４，１３１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，１１０，８００円

３連複： ２１０，８９５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ７２０，４４５，７００円

払 戻 金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（３－４） １，２５０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ２３０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３７２３２４ 的中 � ４７４４５（３番人気）
複勝票数 計 ３６６７４９ 的中 � ５６６９８（３番人気）� ６６８６６（２番人気）� １１１１８３（１番人気）
枠連票数 計 ４７１０５７ 的中 （３－４） ２７８６３（５番人気）
普通馬連票数 計１７２２９５１ 的中 �� ９００１２（５番人気）
馬単票数 計１７４１３１２ 的中 �� ４７７２０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２１１０８ 的中 �� ２１０６５（４番人気）�� ４７３９７（２番人気）�� ５２２５１（１番人気）
３連複票数 計２１０８９５６ 的中 ��� １９４５６４（１番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．０―１２．３―１１．９―１１．６―１２．６―１２．４―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．１―３７．４―４９．３―１：００．９―１：１３．５―１：２５．９―１：３７．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ロードスフィーダ �
�
父 Grand Slam �

�
母父 Trempolino デビュー ２００３．７．１３ 函館８着

２００１．１．３１生 牡５鹿 母 Chardonnay Ridge 母母 Pecos Girl １９戦３勝 賞金 ４４，８０２，０００円
〔騎手変更〕 ダイヤモンドプラド号の騎手松岡正海は，第１競走での落馬負傷のため小野次郎に変更。
〔３走成績による出走制限〕 スペシャルグリーン号・フォトジェニー号は，平成１８年３月２６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） ３頭 カシノトーマス号・カゼノユクエ号・マイネルーシッド号
（非抽選馬） ２頭 サムライジョーイ号・ミヤコノカーン号
※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。



０５０２１ ２月２６日 雨 稍重 （１８中山２）第２日 第９競走 ��
��２，２００�

す い せ ん

水 仙 賞
発走１４時２５分 （芝・右・外）

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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

７１２ エイシンテンリュー 牡３鹿 ５６ 武 豊平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４８４＋ ６２：１７．１ ３．０�

８１４ オリオンオンサイト 牝３鹿 ５４ 川田 将雅日浦 桂子氏 矢作 芳人 新冠 早田牧場新
冠支場 ４６０－ ４２：１７．９５ ２２．６�

３４ � サインオブゴッド 牡３栗 ５６ 木幡 初広木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４７８＋ ６２：１８．１１� １９．８�
６９ � レッドアワード 牡３黒鹿５６ 北村 宏司サウスニア� 藤沢 和雄 米 Budget

Stable ４９６－ ２２：１８．３１� １２．２�
２２ マイネルキッツ 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４９２± ０ 〃 ハナ ４．３�
５７ � ネヴァブション 牡３黒鹿５６ 福永 祐一�ピーアンドピー伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 B４６８－１４２：１８．４クビ ８．７�
７１１� ジェイウォーク 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 	社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５１６－ ８２：１８．５	 ６．５

８１３�
 マクロプラネット 牡３黒鹿５６ 鈴木 啓之東森 茂氏 飯野 文明 浦河 藤坂 秋雄 B４６２－ ５ 〃 ハナ ２６０．１�

（大井） （大井）

１１ � マチカネノワキ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義細川 益男氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 B５３８＋ ２２：１８．６� ２２．６�
３３ � マルターズドラドラ 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹藤田与志男氏 尾形 充弘 米 Gallagher’s

Stud ４３２＋ ２ 〃 ハナ ３８．７
４５ � キャンディーストア 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 	キャロットファーム 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４４６± ０２：１９．１３ １７．０�
６１０�� マイネルメロス 牡３栗 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 静内 大典牧場 ４７０＋１２ 〃 クビ ７６．０�

（伊）

５８ �
 トネノキング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸渡辺喜八郎氏 上杉 昌宏 浦河 三好牧場 ４９８－ ２ 〃 ハナ １０．２�
（大井） （大井）

４６ � マグマノーベル 牡３鹿 ５６ 幸 英明小原 巖氏 本郷 一彦 門別 川端 正博 ４４６－ ８２：１９．２	 ６２７．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４４，８４５，５００円 複勝： ５７，２０４，９００円 枠連： ６４，５６０，９００円

普通馬連： ２６８，７１９，１００円 馬単： １８１，２１９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，５５７，１００円

３連複： ２１４，２３０，１００円 ３連単： ５３３，４０６，０００円 計： １，４２０，７４３，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １７０円 � ５１０円 � ４４０円 枠 連（７－８） ２，３１０円

普通馬連 �� ３，９４０円 馬 単 �� ５，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１９０円 �� ９９０円 �� ３，５６０円

３ 連 複 ��� ２３，１２０円 ３ 連 単 ��� １１８，７５０円

票 数

単勝票数 計 ４４８４５５ 的中 � １１９８６５（１番人気）
複勝票数 計 ５７２０４９ 的中 � １１８９２２（１番人気）� ２４７５９（１０番人気）� ２９９１９（７番人気）
枠連票数 計 ６４５６０９ 的中 （７－８） ２０６６７（１０番人気）
普通馬連票数 計２６８７１９１ 的中 �� ５０４２４（１７番人気）
馬単票数 計１８１２１９７ 的中 �� ２２５５２（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６５５７１ 的中 �� １１８１０（１４番人気）�� １４４０６（８番人気）�� ３７８７（４９番人気）
３連複票数 計２１４２３０１ 的中 ��� ６８４１（８８番人気）
３連単票数 計５３３４０６０ 的中 ��� ３３１５（４２３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．８―１２．９―１３．０―１３．１―１３．４―１２．２―１１．９―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２３．７―３６．５―４９．４―１：０２．４―１：１５．５―１：２８．９―１：４１．１―１：５３．０―２：０５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
１
３

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

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

エイシンテンリュー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００６．１．２２ 京都１着

２００３．３．２１生 牡３鹿 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ ３戦２勝 賞金 １８，８５７，０００円
〔騎手変更〕 マルターズドラドラ号の騎手松岡正海は，第１競走での落馬負傷のため勝浦正樹に変更。
※キャンディーストア号は，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または施行団体名を表示している。



０５０２２ ２月２６日 雨 重 （１８中山２）第２日 第１０競走 ��
��１，６００�

き さ ら づ

木 更 津 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．１．２８以降４歳
１，０００・５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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１２ � キープクワイエット 牝５鹿 ５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 白老ファーム ４７８－ ２１：３６．０ １３．１�

２３ � セイングレンド 牝５青鹿５５ 田中 勝春吉田 勝己氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４６０± ０１：３６．２１� ７．１�
１１ �	 ヴ ン ダ ー 牡５黒鹿５７ 横山 典弘幅田 昌伸氏 伊藤 雄二 門別トヨサトアライファーム ５０２＋１２１：３６．３
 ２．８�
４７ オートゼウス 牡７黒鹿５７ 小林 淳一大戸 時子氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４７８－ ２ 〃 ハナ ３０．３�
５１０�	 グレートバルサー 牡５青鹿５７ 蛯名 正義大河内一権氏 国枝 栄 静内 小倉 光博 ４７４－ ２１：３６．４
 ８．９�
６１１ レディインブラック 牝５黒鹿５５ O．ペリエ �橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 B４５２－ ２１：３６．５
 ２０．４�

（仏）

３５ プリモスター 牝５鹿 ５５ 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８６＋ ６ 〃 ハナ ７．６	
（大井）

８１６� フ ロ ー レ ス 牝６黒鹿５５ 武 豊市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 ４７０－ ４ 〃 ハナ １９．８

４８ �	 ソリッドスライダー 牡５鹿 ５７ M．デムーロ平井 卓志氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：３６．７１� ４．６�

（伊）

７１４ ナスノフィオナ 牝４鹿 ５５ 江田 照男�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４２８＋ ８１：３６．８
 ２９．３

７１３ トーセンレーサー 牡５鹿 ５７ 木幡 初広島川 �哉氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド B４６６－ ２ 〃 クビ ９１．０�
６１２ ピンクガーター 牝６鹿 ５５ 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４８６－ ２１：３７．０１� ５２．４�
３６ ローズウッド 牝７黒鹿５５ 吉田 豊岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 増本 良孝 ４９２－ ２１：３７．１
 ３２０．４�
２４ � イ ル デ パ ン 牡６黒鹿５７ 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５１２－ ４ 〃 アタマ １４１．８�
８１５� エイワンタッチ 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹荒木 榮一氏 高市 圭二 門別 藤本 直弘 ５２０－ ２１：３７．３１� １９３．４�
５９ ヒカルウェイブ 牝５黒鹿５５ D．バルジュー高橋 光氏 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ４３６－２０１：３９．２大差 ８５．８�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，６９６，５００円 複勝： ７０，２４１，８００円 枠連： ７３，０４６，０００円

普通馬連： ３６３，６５５，０００円 馬単： ２２８，４２５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７５，２１４，６００円

３連複： ２７８，８９６，４００円 ３連単： ６４６，９４９，３００円 計： １，７８２，１２５，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ３００円 � ２６０円 � １５０円 枠 連（１－２） ８００円

普通馬連 �� ５，０１０円 馬 単 �� ９，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６７０円 �� ８４０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ４，１００円 ３ 連 単 ��� ３９，８３０円

票 数

単勝票数 計 ４５６９６５ 的中 � ２７５８４（６番人気）
複勝票数 計 ７０２４１８ 的中 � ５２５６７（６番人気）� ６３１１６（５番人気）� １５９１１１（１番人気）
枠連票数 計 ７３０４６０ 的中 （１－２） ６７５４１（２番人気）
普通馬連票数 計３６３６５５０ 的中 �� ５３６４７（１９番人気）
馬単票数 計２２８４２５５ 的中 �� １７０８８（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５２１４６ 的中 �� １０４３２（１９番人気）�� ２１９６５（９番人気）�� ４３５４６（２番人気）
３連複票数 計２７８８９６４ 的中 ��� ５０２２３（１０番人気）
３連単票数 計６４６９４９３ 的中 ��� １１９８８（１１７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１１．５―１１．６―１１．９―１２．１―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２４．０―３５．５―４７．１―５９．０―１：１１．１―１：２３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．９―３F３７．０

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

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

勝馬の
紹 介

�キープクワイエット �
�
父 エアジハード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００３．１１．２ 福島３着

２００１．５．８生 牝５鹿 母 ビーサイレント 母母 グローバルダイナ ２１戦４勝 賞金 ６２，９８８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヤマニンスプラウト号
※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。



０５０２３ ２月２６日 雨 重 （１８中山２）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第８０回中 山 記 念（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，日本馬：４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，収得賞金４歳
３，０００・５歳４，０００・６歳以上５，０００万円超過馬は超過額５，０００万円毎１�増，�：４歳
５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬２�増，GⅡ競走１着馬１�増（ただし２歳
時の成績を除く）

千葉県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 ９３８，０００円 ２６８，０００円 １３４，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５６ �	 バランスオブゲーム 牡７鹿 ５９ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 ヤマダフアーム ４８４－ ４１：４８．９ １５．４�

１１ ダイワメジャー 牡５栗 ５８ M．デムーロ大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５３４＋１０１：４９．７５ ２．１�
（伊）

８１２ エアメサイア 牝４鹿 ５５ 武 豊 �ラッキーフィールド伊藤 雄二 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：５０．０１
 ８．２�
７９ � カ ン パ ニ ー 牡５鹿 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ６ 〃 クビ ５．３�
７１０� ダンスインザモア 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５０２－ ２１：５０．２１� ９．８�
６７ � カンファーベスト 牡７黒鹿５７ 横山 典弘奥村 清晴氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 B４７２± ０１：５０．４１� ４３．８�
４４ � ナイトフライヤー 牡７鹿 ５７ 北村 宏司吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ４９２－ ６１：５０．５� ２２０．９	
２２ グレイトジャーニー 牡５黒鹿５７ 幸 英明 
ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２－ ２ 〃 ハナ ２４．４�
３３ ヴィータローザ 牡６栗 ５８ 中舘 英二 
サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８２－ ８ 〃 ハナ ２２．５�
６８ ユキノサンロイヤル 牡９青鹿５７ 内田 博幸井上 基之氏 増沢 末夫 新冠 川上 悦夫 ４７４－ ２１：５０．６クビ １３３．９

（大井）

５５ 	 ハットトリック 牡５青鹿５９ O．ペリエ 
キャロットファーム 角居 勝彦 追分 追分ファーム ４９２± ０１：５０．８
 ６．１�
（仏）

８１１ クラフトワーク 牡６黒鹿５７ D．バルジュー 
サンデーレーシング 後藤 由之 白老 白老ファーム ４８０＋ ８１：５２．３９ ３７．３�
（伊）

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６３，１１６，７００円 複勝： １７６，９３１，７００円 枠連： ２０２，５１０，５００円

普通馬連： １，２６９，９１７，３００円 馬単： ７９２，８３２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２１，４１５，６００円

３連複： ９３０，９６８，６００円 ３連単： ２，２８７，３５５，３００円 計： ６，０４５，０４７，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ３００円 � １３０円 � ２００円 枠 連（１－５） ５２０円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 �� ５，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� １，８３０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ４，４１０円 ３ 連 単 ��� ３４，８４０円

票 数

単勝票数 計１６３１１６７ 的中 � ８３７６８（６番人気）
複勝票数 計１７６９３１７ 的中 � １１６７４２（６番人気）� ５０７５２６（１番人気）� ２０７４７２（３番人気）
枠連票数 計２０２５１０５ 的中 （１－５） ２９２７８３（２番人気）
普通馬連票数 計１２６９９１７３ 的中 �� ５９６９２２（５番人気）
馬単票数 計７９２８３２２ 的中 �� １１０５２３（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２２１４１５６ 的中 �� １０５６９２（５番人気）�� ２７１５３（２６番人気）�� １４８１５５（３番人気）
３連複票数 計９３０９６８６ 的中 ��� １５５８８１（１５番人気）
３連単票数 計２２８７３５５３ 的中 ��� ４８４５５（１１６番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．８―１２．０―１２．０―１１．８―１２．４―１２．０―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．１―３７．１―４９．１―１：００．９―１：１３．３―１：２５．３―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６
１
３
６（１，１２）７－４（３，９）１０（２，８，５，１１）・（６，１）（７，１２）（３，４，９）（２，１０，１１）（８，５）

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

勝馬の
紹 介

�
	
バランスオブゲーム �

�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 アレミロード デビュー ２００１．８．１２ 新潟１着

１９９９．４．２２生 牡７鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ ２６戦７勝 賞金 ５１９，２１３，０００円
※出走取消馬 メジロマイヤー号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※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。



０５０２４ ２月２６日 雨 不良 （１８中山２）第２日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６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，１８．１．２８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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４７ ジ ュ レ ッ プ 牡５鹿 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４８２± ０１：５２．７ ２．０�

７１４ 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 ４５６－ ８１：５２．８� ３．３�
３６ グランドハリケーン 牡５鹿 ５７ 吉永 護�グランド牧場 吉永 正人 静内 グランド牧場 ４７８± ０１：５３．２２� ２１．７�
７１３� ヒロノタイタン 牡５鹿 ５７ O．ペリエ 山内 広氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ５０２－ ４１：５３．４１	 ６２．１�

（仏）

４８ 
 ナカヤマスナイパー 牡４黒鹿５６ 内田 博幸和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.
Kaster ５０２＋ ６１：５３．６１ ３７．０�

（大井）

１２ � デジデーリオ 牡４鹿 ５６
５４ △丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 千歳 社台ファーム ４７２± ０ 〃 クビ ３６．８�

６１１ エドノドリーム 牡５鹿 ５７ 幸 英明遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４５８± ０１：５３．７クビ ９．９	
２３ ロングチェイサー 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥永井 廣司氏 嶋田 功 三石 大塚牧場 ５３６± ０１：５３．９１� ３７．４

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＋ ２１：５４．１� ５５．５�
８１６ オジジアンボーイ 牡８鹿 ５７

５４ ▲吉田 隼人内藤 好江氏 矢野 照正 様似 山口 幸雄 ４８６＋ ２ 〃 アタマ ２１７．５�
３５ 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 B５１６＋ ４ 〃 アタマ １５．１
２４ レイテストモデル 牡６青鹿５７ 石橋 脩 �社台レースホース松山 康久 白老 白老ファーム B４８６＋ ４１：５４．６３ ４０．４�
５１０ イ ガ ノ ガ イ 牡５栗 ５７ 武士沢友治五十嵐政則氏 西塚 安夫 浦河 小河 英則 ４５４－１２ 〃 ハナ ２５．８�
１１ � モエレエスポワール 牡５黒鹿５７ 田中 勝春中村 和夫氏 二ノ宮敬宇 浦河 惣田 英幸 ５０４＋３２１：５４．８１� ８７．８�
８１５� メジログリーン 牡７鹿 ５７ 田中 剛�メジロ牧場 奥平 雅士 伊達 メジロ牧場 ４８２－ ４１：５５．０１	 ５２．４�
６１２ リキアイチャンプ 牡４鹿 ５６ 北村 宏司高山 幸雄氏 菅原 泰夫 静内 岡田牧場 ５０２＋１８１：５５．４２� ８０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，９１０，４００円 複勝： ５８，６９１，６００円 枠連： ９０，０５３，９００円

普通馬連： ３６１，７５０，９００円 馬単： ２６１，２１８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ８１，６０７，２００円

３連複： ２９２，８８５，９００円 ３連単： ７６０，７１１，９００円 計： １，９５９，８３０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ３２０円 枠 連（４－７） ２９０円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ５８０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� ３，３９０円

票 数

単勝票数 計 ５２９１０４ 的中 � ２１８６９２（１番人気）
複勝票数 計 ５８６９１６ 的中 � １７７２６３（１番人気）� １３９８７６（２番人気）� ２８７０６（５番人気）
枠連票数 計 ９００５３９ 的中 （４－７） ２３３４５０（１番人気）
普通馬連票数 計３６１７５０９ 的中 �� ９３３４９６（１番人気）
馬単票数 計２６１２１８６ 的中 �� ４０１６３７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８１６０７２ 的中 �� １６０５７６（１番人気）�� ２９４３６（４番人気）�� ２２０２４（７番人気）
３連複票数 計２９２８８５９ 的中 ��� １６８２９８（２番人気）
３連単票数 計７６０７１１９ 的中 ��� １６５６３６（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．８―１３．０―１２．３―１２．１―１３．０―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３６．７―４９．７―１：０２．０―１：１４．１―１：２７．１―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

ジ ュ レ ッ プ �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 Dancing Spree デビュー ２００３．６．２１ 函館５着

２００１．３．２３生 牡５鹿 母 ベリーローズ 母母 Lady Berry １９戦５勝 賞金 ６３，２６８，０００円
〔騎手変更〕 ジュレップ号の騎手松岡正海は，第１競走での落馬負傷のため武豊に変更。
※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） ５頭 エクスプロイト号・セイウンドリーム号・デイフラッシュ号・ナムラゼウス号・ピサノダイチ号
※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中山２）第２日 ２月２６日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
不良

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

２８６，１６０，０００円
６，７１０，０００円
１０，５９０，０００円
１，７３０，０００円
５００，０００円
２，４３０，０００円
３０，５３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，６５８，０００円
４，９１０，０００円
１，８２８，１００円

勝馬投票券売得金
５０５，６９７，０００円
５８７，２４０，２００円
７３７，７９３，３００円
３，２１５，３８８，７００円
２，３９５，４０７，５００円
６８６，０６７，８００円
２，８９１，５４９，５００円
４，２２８，４２２，５００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 １５，２４７，５６６，５００円

総入場人員 ３２，９１８名 （有料入場人員 ３１，３０１名）




