
３３０６１１２月１７日 曇 重 （１８中山５）第６日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走９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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

８１５� キングエルドラド 牡２鹿 ５５ 北村 宏司菅原 史博氏 増沢 末夫 米 Servel
Ranch, Inc. ４６２－ ６１：１２．４ １０．１�

３５ � シアトルタコマ 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 米 Takashi
Watanabe ４６４± ０１：１２．５� ３．０�

２３ � シーキングドーラ 牝２栗 ５４
５３ ☆吉田 隼人藤田与志男氏 秋山 雅一 米 Yoshio Fujita ４６０－ ８１：１２．８１� ２７．６�

３４ 	
 モンテグリーン 牝２鹿 ５４ 大西 直宏毛利 喜昭氏 田村 康仁 浦河 富田牧場 ４５８＋ ２１：１２．９� ２５．２�
２２ 
 コスモリバイアサン 牡２青鹿５５ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 様似 様似共栄牧場 ５１０＋ ４１：１３．０� １．６�

（大井）

７１３� セレスクラージュ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義岡 浩二氏 和田 正道 米
Lynch Bages, Peta-
luma Bloodstock &
Cobra Bloodstock

４３８－ ６１：１３．６３� ７０．０�
６１１� マルターズドーラ 牝２鹿 ５４

５２ △大野 拓弥藤田与志男氏 尾形 充弘 米 Yoshio Fujita ４４８－ ６１：１４．２３� ３９．７	
５９ 	 アジルメンテ 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４５６－１０１：１４．５２ ２０３．５

５８ 
 マルチヒット 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 浦河 高岸 節雄 ４２２－ ４１：１４．６� ２１２．８�
６１０ ハイギアチェンジ 牝２鹿 ５４ 御神本訓史田中 春美氏 鈴木 勝美 三石 田中 春美 ４４２－ ２１：１４．９１� ６３．１�

（大井）

４６ � ジェイキング 牡２鹿 ５５ 江田 照男松尾 正氏 石毛 善彦 英 Darley B４７０－ ８１：１５．０� ８９．８
８１４ スローダンサー 牝２鹿 ５４ 武士沢友治吉澤 克己氏 斎藤 誠 浦河 鮫川 啓一 ４３２－ ８１：１５．２１� ３８２．６�
１１ 
 エプソムモルギフ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 岩城 博俊 浦河 本巣 敦 ４７８＋ ８ 〃 クビ ８７．５�
４７ オンワードグート 牡２鹿 ５５ 高山 太郎�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ４９２＋ ２１：１５．７３ ５９０．９�
７１２ シルクオデッセイ 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥有限会社シルク嶋田 功 新冠 藤田 一行 ４２６－ ２１：１５．８� ３８０．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，２４５，９００円 複勝： ２２，１９４，０００円 枠連： ２４，３７６，６００円

普通馬連： ８４，３２２，０００円 馬単： １０２，６５６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，６０５，２００円

３連複： １１３，８９１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３９５，２９１，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � ３７０円 枠 連（３－８） ８６０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� １，１４０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３，１１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２４５９ 的中 � １５８８７（３番人気）
複勝票数 計 ２２１９４０ 的中 � ２４７８７（３番人気）� ６４８６１（２番人気）� １１５８１（４番人気）
枠連票数 計 ２４３７６６ 的中 （３－８） ２１１４８（３番人気）
普通馬連票数 計 ８４３２２０ 的中 �� ６１５３７（３番人気）
馬単票数 計１０２６５６０ 的中 �� ３１４７１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７６０５２ 的中 �� １８９７０（３番人気）�� ５６１７（８番人気）�� ９７３７（５番人気）
３連複票数 計１１３８９１８ 的中 ��� ２７０４３（１０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．５―１２．１―１２．３―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．４―４６．５―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キングエルドラド �
�
父 Yes It’s True �

�
母父 Hadif デビュー ２００６．６．２４ 福島２着

２００４．１．１２生 牡２鹿 母 Hadette 母母 Buckarette ６戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
※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。



３３０６２１２月１７日 曇 重 （１８中山５）第６日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２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

１：５２．７
１：５２．５

良

不良

３６ � ゴールドマイン 牡２鹿 ５５
５４ ☆吉田 隼人吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８８－１０１：５５．４ ４．２�

３５ スクリーンヒーロー 牡２栗 ５５ 木幡 初広吉田 照哉氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：５６．０３� ８．４�
５９ ダイレクトパス 牡２青鹿５５ 御神本訓史渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４５０＋ ２１：５６．１� ７２．３�

（大井）

８１５� マイネルシーワ 牡２栗 ５５ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田村 康仁 新冠 中本牧場 ４７２＋ ４１：５７．１６ １６．９�

（大井）

２４ サニーケーティング 牡２鹿 ５５ 横山 典弘宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４７６＋ ２１：５７．２クビ ８．２�

８１６ トキノミスオース 牝２鹿 ５４
５２ △大野 拓弥田中 久續氏 小笠 倫弘 平取 木村 二三夫 ５３０＋ ２１：５７．７１�＋２ ５．０�

６１１ ティンバーセブン 牡２栗 ５５ 吉田 豊三宅 正義氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ５２６± ０１：５７．８� １０．４	
７１３ サドラーズボーイ 牡２鹿 ５５ 江田 照男谷 研司氏 大和田 稔 青森 明成牧場 ４５８－ ６ （降着） １６６．７

７１４� タカミツバーディ 牡２芦 ５５ 武士沢友治高橋 光雄氏 畠山 重則 浦河 ハヤシファーム ５３０± ０１：５８．４３� ３０．２�
１２ ドキュメント 牡２栗 ５５ 穂苅 寿彦 �スピードファーム 和田 正道 三石 坂井 高春 ４９０＋ ６１：５８．８２� １０７．６
１１ アイビスビッテ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ５４０－１２ 〃 ハナ ３．５�
２３ コスモシュナイデン 牡２青鹿 ５５

５２ ▲田中 博康 �ビッグレッドファーム 斎藤 宏 早来 �橋本牧場 ４８８＋ ８１：５９．５４ ４３６．４�
４７ � テンジンチカラ 牡２青鹿５５ 大庭 和弥�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４７０＋ ８１：５９．９２� ８２．０�
４８ ウインドビュー 牡２栗 ５５

５４ ☆津村 明秀中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 浜本牧場 ４６８＋２０２：００．３２� ２１２．０�
５１０� マイグッドフェロー 牡２鹿 ５５ 田中 勝春小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４６０＋ ２２：００．６１� ２０．６�
６１２� タカラアンナ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹村山 義男氏 藤原 辰雄 門別 シンコーファーム ５０４± ０２：０２．５大差 ９０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８３３，９００円 複勝： ２５，３００，１００円 枠連： ３０，１９９，８００円

普通馬連： ８６，４９５，２００円 馬単： ７７，８１１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５８０，８００円

３連複： １０８，１６６，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３６７，３８７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � ２８０円 � １，７５０円 枠 連（３－３） １，７８０円

普通馬連 �� １，８６０円 馬 単 �� ３，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ５，３２０円 �� １０，４６０円

３ 連 複 ��� ６１，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６８３３９ 的中 � ３２２２２（２番人気）
複勝票数 計 ２５３００１ 的中 � ５０８１１（２番人気）� ２４０１８（５番人気）� ２８４１（１２番人気）
枠連票数 計 ３０１９９８ 的中 （３－３） １２５６７（８番人気）
普通馬連票数 計 ８６４９５２ 的中 �� ３４３２６（８番人気）
馬単票数 計 ７７８１１１ 的中 �� １８０４３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５８０８ 的中 �� ８２８２（７番人気）�� １０１４（４１番人気）�� ５１２（６０番人気）
３連複票数 計１０８１６６８ 的中 ��� １３０８（１１３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．８―１３．４―１３．１―１２．９―１３．２―１２．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３６．５―４９．９―１：０３．０―１：１５．９―１：２９．１―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�ゴールドマイン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Fairy King デビュー ２００６．１１．１２ 東京６着

２００４．２．１生 牡２鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔降着〕 サドラーズボーイ号は，６位〔タイム１分５７秒４，着差１�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「ティンバーセブン」号の走行を妨害したため８着に降着。
〔制裁〕 サドラーズボーイ号の騎手江田照男は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。

マイネルシーワ号の騎手内田博幸は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
サドラーズボーイ号の騎手江田照男は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成１８年１２月２３日から
平成１９年１月７日まで騎乗停止。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイグッドフェロー号・タカラアンナ号は，平成１９年１月１７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） ２頭 コウヨウトレロス号・ダイワムゲン号
（非抽選馬） ２頭 ノボタイタン号・リバイバルシチー号
※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。



３３０６３１２月１７日 曇 良 （１８中山５）第６日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１０時５０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

１：５９．９
１：５９．９

良

良

５１０� マイネルオアシス 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 様似 林 時春 ５１６－ ４２：０３．５ ３．７�

７１４ ブルーマーテル 牡２栗 ５５ 武士沢友治三協軽種馬� 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 ４３２＋ ２ 〃 クビ １３．７�
５９ � ストロングラリー 牡２青鹿５５ 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４８２－ ４２：０３．７１� ７．０�
２４ マジックビクトリア 牝２鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４３６＋ ６２：０３．９１ ３３．５�
２３ � キングタキオン 牡２黒鹿５５ 江田 照男嶋田 賢氏 本郷 一彦 浦河 三嶋牧場 B４９０－ ２２：０４．２１	 ３１．４�
６１１� マルマツフェロー 牡２栗 ５５ 柄崎 将寿松田 敏雄氏 内藤 一雄 浦河 村下牧場 ４５４－ ６２：０４．３	 ９８．７�
６１２�� サ ト ク ン 牡２鹿 ５５ 内田 博幸古川 智洋氏 萱野 浩二 平取 坂東牧場 ４５６＋１２２：０４．４
 １６．９	

（大井）

１２ � シュウザンゴールド 牡２鹿 ５５ 上村 洋行平 光良氏 増沢 末夫 新冠 ハシモトフアーム ４８０＋ ６ 〃 ハナ ６４．８

８１６ ピサノシェンロン 牡２栗 ５５ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 B４９８± ０ 〃 クビ ２．９�
３５ コスモパッション 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 谷原 義明 門別 菊地牧場 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ２０．０
４７ マイサンシャイン 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２２：０４．５	 ５．７�
７１３ マイネルアラジン 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋ ６２：０４．６クビ ６０．４�

８１８ リワードマナキン 牝２栗 ５４
５２ △大野 拓弥宮崎忠比古氏 田中 清隆 新冠 越湖牧場 B４６０＋１４２：０４．９１	 ８５．４�

１１ スプリングレリア 牝２栗 ５４ 小野 次郎加藤 春夫氏 柴田 政人 様似 清水 誠一 ４１８－ ８２：０５．１１� ３０４．５�
３６ マウントアサヒ 牡２鹿 ５５ 鈴来 直人中沢 春吉氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４３０＋ ４ 〃 ハナ ６０２．２�
８１７ テ ゾ ー ロ 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥モナコ商事� 嶋田 功 三石 三石橋本牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ ４７３．７�
４８ � マジックキングダム 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹 �ユートピア牧場 相沢 郁 静内 ユートピア牧場 ４６６＋ ６２：０５．２	 １５３．７�
７１５ ミウラマリリン 牝２黒鹿５４ 吉田 豊佐藤 明氏 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 ４８０＋ ２２：０６．２６ ７８．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，２２３，１００円 複勝： ３０，６８３，９００円 枠連： ３７，７１１，０００円

普通馬連： １０３，３６６，２００円 馬単： ９１，１１０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，６３０，０００円

３連複： １２８，０９８，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４４２，８２３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ３００円 � ２２０円 枠 連（５－７） ８９０円

普通馬連 �� ２，４６０円 馬 単 �� ４，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ４７０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ５，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４２２３１ 的中 � ５２７５２（２番人気）
複勝票数 計 ３０６８３９ 的中 � ６０２９６（２番人気）� ２３３００（５番人気）� ３６６２０（４番人気）
枠連票数 計 ３７７１１０ 的中 （５－７） ３１６０２（４番人気）
普通馬連票数 計１０３３６６２ 的中 �� ３１０３３（９番人気）
馬単票数 計 ９１１１０２ 的中 �� １６４８２（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７６３００ 的中 �� ７１４９（７番人気）�� １５８０２（３番人気）�� ４７３２（１４番人気）
３連複票数 計１２８０９８７ 的中 ��� １８１４７（１４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．２―１３．４―１３．０―１２．２―１２．６―１２．０―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．７―３５．９―４９．３―１：０２．３―１：１４．５―１：２７．１―１：３９．１―１：５０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．４
１
３
１０，１５，１６，１８（９，１１，１３）２（６，５，７）８，４，１４－（１，１７）３，１２・（１０，１５，１６，１８）（９，１１，１３）（２，５，７）（４，６，１４）８（３，１，１７）１２

２
４
１０，１５，１６，１８，９（１１，１３）（２，６，７）（４，５）８，１４（３，１，１７）－１２・（１０，１６）（９，１５，１８）１１，１３（２，５）（４，７）（６，１４）３（１２，１）（８，１７）

勝馬の
紹 介

�マイネルオアシス �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００６．１０．１５ 東京３着

２００４．４．２９生 牡２栗 母 ピンキーバーク 母母 Fellwaati ４戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時５５分に変更。
〔制裁〕 マルマツフェロー号の騎手柄崎将寿は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ニシノソウテン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３３０６４１２月１７日 曇 重 （１８中山５）第６日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時２０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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

７１２ オリオンワンサイド 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝日浦 桂子氏 根本 康広 静内 荒木 克己 ４８６ ―１：１２．２ ２．２�
（ウィンワンサイド）

６９ ウエストライン 牝２青鹿５４ 内田 博幸水上ふじ子氏 嶋田 潤 静内 塚田 達明 ４２０ ―１：１２．８３� ５．９�
（大井）

３４ ベルモントエアロ 牡２栗 ５５ 上村 洋行 �ベルモントファーム 小西 一男 新冠 ベルモント
ファーム ４９２ ―１：１３．９７ ８．１�

６１０ ニシノマンゲキョウ 牝２栗 ５４
５３ ☆吉田 隼人西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４７２ ―１：１４．９６ １１．２�

８１４� エイブルコスマー 牝２栗 ５４ 南田 雅昭中澤 隆氏 南田美知雄 千葉（有）下河辺トレー
ニングセンター ４６２ ―１：１５．１１� ６４．９�

５７ �� コスモエルフ 牡２栗
５５
５４ ☆津村 明秀 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 青森 村上 勝治 ４８４ ―１：１５．７３� ８３．８�

３３ ヒカルラブレター 牝２栗 ５４ 田中 勝春高橋 光氏 西塚 安夫 門別 下川 茂広 ３７０ ―１：１５．８� ３２．３	
７１１ マルタチーフ 牡２鹿 ５５

５２ ▲田中 博康松浦 太郎氏 小桧山 悟 三石 パラダイス・
ファーム ４４８ ―１：１６．６５ ４１２．８


４６ � ダノンバチアー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊�ダノックス 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：１６．７� ３．９�
１１ � クリーンレディ 牝２鹿 ５４ 五十嵐雄祐石橋 和夫氏 星野 忍 浦河 平成ファーム ４８２ ―１：１６．８� ７８．９
４５ � タケショウプリンス 牡２黒鹿５５ 木幡 初広�ナイト商事 坂本 勝美 浦河 木村牧場 ４６４ ―１：１７．０１� １６７．９�
２２ ローレルクロタカ 牡２鹿 ５５

５２ ▲高野 和馬 �ローレルレーシング 田子 冬樹 新冠 長浜 秀昭 ４１４ ―１：１７．５３ ２０９．８�
８１３� ア ネ モ ス 牝２鹿 ５４ 小林 淳一小池 憲章氏 土田 稔 静内 岡田 隆志 ４８０ ―１：１７．９２� １４．７�
５８ トレジャーキャリー 牝２芦 ５４

５１ ▲的場 勇人荻野 猛夫氏 西塚 安夫 浦河 鮫川 啓一 ４３８ ―１：１８．３２� １８５．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，７４７，２００円 複勝： ２１，１５６，４００円 枠連： ２７，２６１，６００円

普通馬連： ８２，３６２，３００円 馬単： ９５，８００，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６４６，１００円

３連複： １０４，７８１，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３７２，７５５，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（６－７） ４７０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ４２０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ２，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９７４７２ 的中 � ７１８８７（１番人気）
複勝票数 計 ２１１５６４ 的中 � ６３０８７（１番人気）� ３４２７１（３番人気）� ２１８２９（４番人気）
枠連票数 計 ２７２６１６ 的中 （６－７） ４３０８７（２番人気）
普通馬連票数 計 ８２３６２３ 的中 �� ８５５３９（２番人気）
馬単票数 計 ９５８００４ 的中 �� ６４００７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６４６１ 的中 �� １８７４２（２番人気）�� １３０３７（４番人気）�� ５８５６（１１番人気）
３連複票数 計１０４７８１０ 的中 ��� ３８１５０（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１２．４―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．６―４７．０―５９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３７．６
３ １２（４，６）－（７，８）１０，９－１４－（５，３）２－（１，１１）－１３ ４ １２，４－６－７，９－１０，８，１４＝（５，３）－（１，２，１１）＝１３

勝馬の
紹 介

オリオンワンサイド �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 リ ヴ リ ア 初出走

２００４．４．２４生 牡２黒鹿 母 ミラノコレクション 母母 フドウゴールド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時２５分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローレルクロタカ号・アネモス号・トレジャーキャリー号は，平成１９年１月１７日まで平地競走に出

走できない。
※出走取消馬 ケージーファントム号（疾病〔右寛跛行〕のため）・ハプニング号（疾病〔左膝蓋部裂創〕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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 アルカナ号・アルファトミー号・テンジンミナトオー号・デート号・ハーツイーズ号・ハードランナー号・

ホウキボシ号・ワカバ号
※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。



３３０６５１２月１７日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）重 （１８中山５）第６日 第５競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時５０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

２２ �� マイネルアントス 牡３芦
５８
５６ ▲高野 和馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ヤマタケ牧場 ５３８＋１０３：１９．２ ２．８�

４６ ビッグトワイニング 牝５鹿 ５８ 伊藤 直人関 駿也氏 佐藤 全弘 宮城 関兵牧場 ４９４＋ ６３：１９．３� ４２．３�
３４ � ニシノツバメ 牝３鹿 ５６ 柴田 大知西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 B４５４－ ２３：１９．４� １１４．３�
５７ � フォレストダンス 牡４栗 ６０ 金子 光希丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４６２＋ ２３：２０．１４ ４．１�
５８ � タイキダイナスティ 牡７栗 ６０ 矢原 洋一�大樹ファーム 土田 稔 米 Taiki Farm B５３４＋２２３：２０．４２ ３．９�
７１２� スガーペンタイア 牡４黒鹿６０ 菊池 憲太菅原光太郎氏 山田 要一 森 笹川大晃牧場 ４８８－ ２３：２０．８２� ３３７．６	
６１０ ブルーノーザー 牡３黒鹿５８ 平沢 健治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ５２６± ０３：２２．０７ ９８．６

７１１� インパクトブロウ 牡３青鹿５８ 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 浅野洋一郎 白老 白老ファーム ４６２＋ ８３：２２．１	 ５２．０�
６９ サクセスストーリー 牡３栗 ５８ 山本 康志加藤 信之氏 高市 圭二 三石 中村 和夫 ５０４＋１０３：２２．３１ １１．７�
８１３�
 テーオードラゴン 牡４鹿 ６０ 嘉堂 信雄小笹 公也氏 鹿戸 幸治 新冠 風間 洋 ４９２＋ ２３：２３．８９ ７０．２
１１ � ブラストシチー 牡６黒鹿６０ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 静内 池田 きよ子 ４９６＋１４３：２４．５４ １４．２�
８１４ ナストレカントリー 牝３鹿 ５６ 柴田 未崎広田 健司氏 坂本 勝美 平取 鹿戸 辰幸 ４８２＋１４３：２６．８大差 １８９．９�
４５ 
 スリーエリシオ 牡５鹿 ６０ 植野 貴也永井商事� 武 宏平 門別 本間牧場 ４８６－１０ （競走中止） ８．６�
３３ � トウカイマジック 牡４鹿 ６０ 蓑島 靖典内村 正則氏 後藤 由之 三石 谷山 和喜 ４８４＋ ６ （競走中止） ２５．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，４０４，０００円 複勝： １６，１４９，６００円 枠連： ３５，８２１，９００円

普通馬連： ７８，２１７，９００円 馬単： ８７，４１４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６３９，４００円

３連複： １１６，６８１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３７０，３２８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ７１０円 � １，９５０円 枠 連（２－４） １，１２０円

普通馬連 �� ４，８００円 馬 単 �� ６，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６００円 �� ４，５６０円 �� ２０，１８０円

３ 連 複 ��� ８４，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６４０４０ 的中 � ４６８６６（１番人気）
複勝票数 計 １６１４９６ 的中 � ４３５１４（１番人気）� ４７９１（８番人気）� １６１５（１２番人気）
枠連票数 計 ３５８２１９ 的中 （２－４） ２３７９３（５番人気）
普通馬連票数 計 ７８２１７９ 的中 �� １２０３５（１５番人気）
馬単票数 計 ８７４１４８ 的中 �� ９７３４（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６３９４ 的中 �� ３１１１（１５番人気）�� １０５５（３７番人気）�� ２３５（６８番人気）
３連複票数 計１１６６８１１ 的中 ��� １０２０（１１５番人気）

上り １マイル １：５２．３ ４F ５４．７－３F ４０．８
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→�→�」
１
�
・（１，２）９－７，５－６，８，４＝１０－（１４，１１，１２）－１３
２，７，５（９，４）（６，８）＝１－（１０，１２）＝１１（１４，１３）

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

勝馬の
紹 介

�
�
マイネルアントス �

�
父 マヤノトップガン �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００５．１２．２５ 阪神１５着

２００３．４．２５生 牡３芦 母 オグリフラワー 母母 オグリロード 障害：３戦１勝 賞金 １４，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時５５分に変更。
〔発走状況〕 スガーペンタイア号は，枠入り不良。
〔競走中止〕 トウカイマジック号は，１周目３号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

スリーエリシオ号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 ウリエル号・エプソムフォルテ号・グローリアスゲスト号・グローリージョン号・コスモベリュームト号・

ジョッシュ号・シルクリベラル号・ジンデンバリュー号・トウカイチャレンジ号・ビューティピース号・
マイネルレジオ号・ユキノアメージング号・レッツゴーアテネ号



３３０６６１２月１７日 曇 良 （１８中山５）第６日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

５９ � ナイキアプロード 牡２黒鹿５５ 横山 典弘小野 誠治氏 古賀 史生 米
Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

４９２ ―１：３６．６ ５．５�

１１ � タイフーンクラス 牡２鹿 ５５
５４ ☆津村 明秀 �社台レースホース小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：３６．８１� ４９．４�

３５ 	 ボストンクエスト 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝ボストンホース� 松山 康久 静内 岡田牧場 ４９４ ― 〃 アタマ １０．８�
３６ � オメガグッドラック 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義原 
子氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：３６．９� ４．３�
７１３ クニノユメオー 牡２栗 ５５ 吉田 豊�亀農園 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ５３４ ―１：３７．１１� ２８．２�
６１１� サクセスサーマル 牡２黒鹿５５ 北村 宏司�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ４４６ ―１：３７．２クビ １４．０	
７１４� エクリチュール 牝２鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人ディアレスト 秋山 雅一 浦河 杵臼牧場 ４２４ ―１：３７．５１� ４８．０

２４ 	 アラビアンスター 牡２栗 ５５ 御神本訓史吉田 勝利氏 星野 忍 新冠 松浦牧場 ４３２ ―１：３７．７１� １８７．４�

（大井）

２３ サクラスウィープ 牝２鹿 ５４ 五十嵐雄祐�さくらコマース藤原 辰雄 静内 伊藤 敏明 ４８０ ― 〃 クビ ６．９�
８１６ ワールドグランプリ 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹�大樹ファーム 岩戸 孝樹 静内 千代田牧場 ４９２ ―１：３７．８クビ ２９．９
８１５	 マイネルスペランザ 牡２栗 ５５ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 進 静内 船越 英治 ４７６ ―１：３８．１２ ９４．８�
４７ ウイングオブゴット 牡２鹿 ５５ 内田 博幸田中 昇氏 堀 宣行 新冠 北星村田牧場 ４７０ ― 〃 ハナ ３．２�

（大井）

５１０�	 スマートミリオン 牝２栗 ５４ 大西 直宏大川 徹氏 佐々木亜良 青森 小笠原 富
三郎 ４４４ ―１：３８．２クビ ２５．２�

４８ � シルキーメイン 牝２栗 ５４ 小野 次郎泉 俊二氏 柴田 政人 愛 S. Izumi ４３２ ―１：３９．０５ ４９．３�
１２ セイシンヤマト 牡２鹿 ５５ 上村 洋行清進電設� 戸田 博文 門別 細川牧場 ４７０ ―１：３９．１� ２０５．４�
６１２ キングロッチ 牡２黒鹿５５ 田中 勝春高橋 文男氏 成島 英春 鵡川 エスティウィ

ンファーム ４７２ ―１：３９．３１� ３４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７２５，７００円 複勝： ２４，９５２，３００円 枠連： ３１，７９８，９００円

普通馬連： １００，７５８，７００円 馬単： ９２，０５４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０５８，７００円

３連複： １１６，０３７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４１２，３８６，２００円

払 戻 金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２５０円 � １，３６０円 � ３５０円 枠 連（１－５） １３，５５０円

普通馬連 �� ２０，２２０円 馬 単 �� ２４，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，６５０円 �� １，１００円 �� ７，９３０円

３ 連 複 ��� ７７，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２７２５７ 的中 � ３２５８１（３番人気）
複勝票数 計 ２４９５２３ 的中 � ３０５３３（３番人気）� ４０７６（１３番人気）� １９３１５（５番人気）
枠連票数 計 ３１７９８９ 的中 （１－５） １７３２（２９番人気）
普通馬連票数 計１００７５８７ 的中 �� ３６７９（５０番人気）
馬単票数 計 ９２０５４０ 的中 �� ２７９５（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０５８７ 的中 �� １２５４（４９番人気）�� ５６０４（１２番人気）�� ７３０（６６番人気）
３連複票数 計１１６０３７９ 的中 ��� １１１０（１６４番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．１

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

勝馬の
紹 介

�ナイキアプロード �
�
父 Orientate �

�
母父 Great Above 初出走

２００４．４．２８生 牡２黒鹿 母 Pascali 母母 Rexson’s Rose １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３３０６７１２月１７日 曇 重 （１８中山５）第６日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１３時１０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

１：５２．７
１：５２．５

良

不良

２２ � ピサノデイラニ 牡２黒鹿５５ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 米 Mt Brilliant
Farm LLC ５１４± ０１：５３．３ １．８�

５７ アクセルホッパー 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥内藤 好江氏 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４６２＋ ２１：５３．５１� ４０．２�
８１４� マイネルクルーガー 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 英 R. W. K.

Lewis ４３８－ ２１：５３．７１� ３６．９�
５８ 	 プロミスフェアー 牡２鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人臼田 浩義氏 大久保洋吉 門別 日高大洋牧場 ５１０± ０１：５３．８
 １３．７�
７１２	 ニシノフジヤマ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ４９２－ ４１：５４．５４ ４４．３�
８１３ フサイチカムーン 牡２鹿 ５５ 小野 次郎関口 房朗氏 池上 昌弘 鵡川 西山牧場 ５０２＋ ４１：５４．７１� ２２．１�
６１０� スズノネイビー 牡２芦 ５５ 内田 博幸小紫 芳夫氏 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４８８± ０１：５５．４４ ７．５	

（大井）

６９ クランエンブレム 牡２鹿 ５５ 横山 典弘 
サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４９０± ０１：５６．１４ ２．９�
４５ � サ ラ ト ガ 牝２芦 ５４ 武士沢友治平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４７０－ ６１：５６．６３ １８１．０�
３４ � オリエンタルカーン 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝棚網るみ子氏 池上 昌弘 浦河 駿河牧場 ４５６± ０１：５７．４５ １０２．５
７１１ セントラルボーイ 牡２青鹿５５ 江田 照男玉井 英夫氏 岩城 博俊 門別 有限会社

飯田牧場 ４７８－１２１：５７．５クビ ２２４．０�
１１ � エフテーパンサー 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 斉藤 正男 ４２４＋ ２１：５８．３５ ５３０．１�
４６ 	 ミ ス ア モ ン 牝２鹿 ５４ 御神本訓史中原 哲郎氏 久保 与造 鵡川 平岡牧場 ４６４－ １１：５９．２５ ２７９．１�

（大井） （大井）

（１３頭）
３３ � タカラパーク 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義村山 義男氏 国枝 栄 米 Hickory

Ridge Farm ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３１，４１０，７００円 複勝： ３２，５３８，０００円 枠連： ４２，９４７，６００円

普通馬連： １２９，３８２，４００円 馬単： １４５，３８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，８２１，９００円

３連複： １６８，６１８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５８６，０９９，８００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ５００円 � ５７０円 枠 連（２－５） ７９０円

普通馬連 �� ３，３００円 馬 単 �� ４，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� ９４０円 �� ６，３４０円

３ 連 複 ��� １９，７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ３１４１０７（返還計 ２２４） 的中 � １３９１２９（１番人気）
複勝票数 差引計 ３２５３８０（返還計 １７０） 的中 � １２１５８８（１番人気）� １２０１０（６番人気）� １０１０３（８番人気）
枠連票数 差引計 ４２９４７６（返還計 ８ ） 的中 （２－５） ４０３８７（２番人気）
普通馬連票数 差引計１２９３８２４（返還計 ３３８９） 的中 �� ２８９９９（９番人気）
馬単票数 差引計１４５３８０７（返還計 ２８３１） 的中 �� ２２１４９（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３５８２１９（返還計 ８８１） 的中 �� ８５１７（１１番人気）�� ９７２３（８番人気）�� １３３０（３４番人気）
３連複票数 差引計１６８６１８５（返還計 ６５３５） 的中 ��� ６２９８（４０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．７―１２．８―１２．５―１２．４―１２．４―１２．７―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３６．７―４９．５―１：０２．０―１：１４．４―１：２６．８―１：３９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ピサノデイラニ �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Gold Meridian デビュー ２００６．１０．２９ 東京６着

２００４．３．４生 牡２黒鹿 母 Tee Kay 母母 Tri Argo ４戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
〔出走取消〕 タカラパーク号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 スズノネイビー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 スズノネイビー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスアモン号は，平成１９年１月１７日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３３０６８１２月１７日 曇 重 （１８中山５）第６日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
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

５１０ ラインドライブ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４７８＋１６１：１１．１ ４．１�

６１１ ニチリンタカラ 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝岡田 勇氏 加賀 武見 様似 �村 伸一 ５１０± ０１：１１．４１� ２４．３�
８１６� ガイアレーサー 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆吉田 隼人アローネットサービス� 清水 英克 浦河 佐々木 恵一 ４８４＋ ４１：１１．５� ４．０�
４８ � レオベルリン 牡５鹿 ５７ 江田 照男田中 博之氏 田子 冬樹 浦河 惣田 英幸 ４８２＋ ８１：１２．２４ ２０．５�
８１５ フレンチムスメ 牝４栗 ５５ 吉田 豊遠藤 喜松氏 西塚 安夫 三石 沖田 忠幸 ４６０＋ １ 〃 ハナ １０６．４�
４７ � ケイアイスカイ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘亀田 守弘氏 清水 利章 新冠 守矢牧場 ４７８＋１８１：１２．３� ２．９�
２４ ゴットザビート 牝４栗 ５５ 北村 宏司 	社台レースホース栗田 博憲 白老 白老ファーム ４８２＋１６ 〃 アタマ ９．８

５９ � ヤマニンパルファン 牝４黒鹿５５ 木幡 初広土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 ４５２＋ ８１：１２．５１� ５９．１�
１２ � ローレルハンバーバ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人 �ローレルレーシング 矢野 進 静内 橋谷 折 ４７８＋ ６ 〃 クビ ４１．６�
６１２ レディフェザー 牝５鹿 ５５

５２ ▲水出 大介 �ロードホースクラブ 土田 稔 三石 ケイアイフアーム ４２６－１２１：１２．６クビ ３４９．８
１１ � ジャスミンフレイズ 牝３鹿 ５４

５２ △大野 拓弥内藤 好江氏 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４８２＋ ４１：１２．７� ２５６．６�
７１４ スターラビット 牡３鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４８６＋ ６１：１２．８クビ ７８．２�
７１３�� キョクイチテキサス 牝３鹿 ５４ 小野 次郎深野 茂雄氏 西塚 安夫 門別 細川牧場 ４６０－ ４１：１３．０１� ６７．７�
３６ トーヨーハヤテ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行	トーヨークラブ 中島 敏文 門別トーヨークラブ北海道支店 ４３８＋ ４１：１３．３１� ３６６．３�
２３ � グレートハロルド 牡４鹿 ５７ 中谷 雄太泉 俊二氏 水野 貴広 門別 富川牧場 ５５６＋２６１：１３．７２� ５３９．５�
３５ フ リ ー モ ア 牡４栗 ５７ 内田 博幸堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 酒井 源市 ４５２－ ２１：１７．１大差 ７．２�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，４２３，３００円 複勝： ３９，８４３，８００円 枠連： ３９，０１７，８００円

普通馬連： １６４，１５２，７００円 馬単： １３８，５７６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，２２７，２００円

３連複： １８５，０３２，１００円 ３連単： 発売なし 計： ６３５，２７３，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １９０円 � ５７０円 � １６０円 枠 連（５－６） ５，５４０円

普通馬連 �� ６，５７０円 馬 単 �� １０，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� ４１０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ７，５８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１４２３３ 的中 � ６１２８１（３番人気）
複勝票数 計 ３９８４３８ 的中 � ５７８４９（４番人気）� １３６５６（７番人気）� ８２７７９（２番人気）
枠連票数 計 ３９０１７８ 的中 （５－６） ５２０４（１８番人気）
普通馬連票数 計１６４１５２７ 的中 �� １８４５１（２１番人気）
馬単票数 計１３８５７６４ 的中 �� ９８０３（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７２２７２ 的中 �� ４４３１（２１番人気）�� ２４９６７（３番人気）�� ５６６１（１６番人気）
３連複票数 計１８５０３２１ 的中 ��� １８０２２（２１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．４―１２．０―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３４．２―４６．２―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインドライブ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．６．１８ 福島１着

２００３．４．２生 牡３鹿 母 ワルツダンサー 母母 ウィシングフォーアスター ４戦２勝 賞金 １２，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フリーモア号は，平成１９年１月１７日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 リターンケープ号
（非抽選馬） １頭 サクラシリウス号
※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。



３３０６９１２月１７日 晴 良 （１８中山５）第６日 第９競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１５分 （芝・右・外）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

３５ � アクロスザヘイブン 牝３鹿 ５４
５３ ☆吉田 隼人 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：３５．２ ７．３�

８１５ エアマグダラ 牝３栗 ５４ 横山 典弘 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４４－１２ 〃 アタマ ４．１�
２３ � セイングレンド 牝５青鹿５５ 蛯名 正義吉田 勝己氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４６４－ ２１：３５．４１ ５．１�
３６ � グランフィナーレ 牝５黒鹿５５ 北村 宏司サウスニア� 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４６２－ ６１：３５．６１� １６．７�
５１０� ユキノマーメイド 牝３栗 ５４ 武士沢友治井上 基之氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 ４６０＋ ４ 〃 ハナ １０．０�
１２ � プリンセスドルチェ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊吉田 勝己氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４３０＋ ４ 〃 クビ ４．６	
６１１� フレンチムード 牝４鹿 ５５

５３ △大野 拓弥原 �子氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８４－ ２１：３５．７クビ １２２．６

４７ アイスドール 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ８１：３５．８	 ７．０�
７１３ マイネシャーナ 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 保田 一隆 門別 白井牧場 ４７８－ ２１：３５．９
 １１９．１�
６１２ サイレントアスク 牝５栗 ５５

５４ ☆津村 明秀�ティーエイチ 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６６－１２１：３６．０クビ １５．３
５９ エピストラー 牝５鹿 ５５

５２ ▲的場 勇人渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 新冠 隆栄牧場 ４３０＋ ８ 〃 クビ １２６．２�
８１６ ガ イ ヤ ー ル 牝５芦 ５５ 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 門別 豊洋牧場 ４６８± ０１：３６．１クビ ８９．２�
２４ � マイネジャーダ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 白老 白老ファーム ４７２－ ６ 〃 クビ ４３．６�
（大井）

１１ イストワール 牝５黒鹿５５ 御神本訓史 �社台レースホース古賀 史生 白老 白老ファーム ４７４＋１０１：３６．２
 １２８．６�
（大井）

４８ ノーザンスター 牝５鹿 ５５ 小野 次郎�ターフ・スポート石栗 龍彦 三石 土田農場 ４６６± ０ 〃 アタマ ４５．１�
７１４�� レッドスターライト 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹 �社台レースホース松山 康久 追分 追分ファーム ４６８＋ ４１：３６．９４ １３１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，９９３，５００円 複勝： ５５，５１５，９００円 枠連： ５３，４１２，０００円

普通馬連： ２１９，８５９，３００円 馬単： １５１，５６０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，９５５，０００円

３連複： １７９，１５３，２００円 ３連単： ４３２，８２３，９００円 計： １，１７７，２７２，８００円

払 戻 金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２３０円 � １９０円 � １７０円 枠 連（３－８） １，３００円

普通馬連 �� １，９２０円 馬 単 �� ３，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ６４０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，８２０円 ３ 連 単 ��� １７，８９０円

票 数

単勝票数 計 ３５９９３５ 的中 � ３９２４９（５番人気）
複勝票数 計 ５５５１５９ 的中 � ５８４２８（５番人気）� ８０４０９（３番人気）� ９７３７３（１番人気）
枠連票数 計 ５３４１２０ 的中 （３－８） ３０５１５（７番人気）
普通馬連票数 計２１９８５９３ 的中 �� ８４６６０（９番人気）
馬単票数 計１５１５６００ 的中 �� ２９０９２（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８９５５０ 的中 �� １５３４１（９番人気）�� １８７５０（７番人気）�� ２７７７１（２番人気）
３連複票数 計１７９１５３２ 的中 ��� ４６９１５（５番人気）
３連単票数 計４３２８２３９ 的中 ��� １７８６３（４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．３―３５．８―４７．８―５９．７―１：１１．７―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．５

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

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

勝馬の
紹 介

�アクロスザヘイブン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Alydar デビュー ２００５．７．３０ 新潟３着

２００３．４．１７生 牝３鹿 母 タックスヘイブン 母母 タックスペイヤーズフォリー ７戦３勝 賞金 ４１，２７９，０００円
〔制裁〕 アクロスザヘイブン号の騎手吉田隼人は，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。
※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。



３３０７０１２月１７日 晴 重 （１８中山５）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�アクアラインステークス

発走１４時５０分 （ダート・右）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

２２ スリーアベニュー 牡４栗 ５７ 御神本訓史永井商事� 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ５０２－ ８１：１０．７ ２．８�
（大井）

３４ � ナ ト ゥ ー ア 牡５栗 ５７ 吉田 豊前田 幸治氏 武田 博 米 Shadwell
Farm, LLC ４９０＋ ２ 〃 クビ ６８．０�

３５ ウエスタンビーナス 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 ４５６± ０１：１１．０２ ２３６．４�
６１０ シュウマノチカラ 牡５青 ５７ 横山 典弘�ミキハウス 森 秀行 門別 三城牧場 ４６０＋ ２１：１１．２１� １４．２�
５８ 	
 ビービーバーニング 牝５栗 ５５ 服部 剛史�坂東牧場 領家 政蔵 門別 サンバマウン

テンファーム ４８４－ ２１：１１．４１� ３４．９�
５９ � アントニオマグナム 牡５鹿 ５７ 内田 博幸吉田 安惠氏 加藤 征弘 米

Pinetree Farm
Thorough-
breds, Inc.

５０８＋ ６ 〃 ハナ ７．１	
（大井）

７１３ ケイエスアイ 牝６鹿 ５５ 大西 直宏キヨシサービス� 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ４８２－ ８１：１１．６１� ２４．０

８１５ ケージーアジュデ 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介川井 五郎氏 梅内 忍 新冠 岩見牧場 ５３８± ０ 〃 ハナ ６．６�
１１ 	 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 ４９８± ０ 〃 クビ ２．８�
６１１ ダイワフォーチュン 牡７鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 厚真 服部 和則 B４８２＋ ４１：１１．８１� １１８．７
４６ ナリタフロンテアー 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥�オースミ 宮本 博 静内 友田牧場 ４９４－２０１：１１．９クビ ２６２．７�
４７ カシマフラワー 牝４鹿 ５５ 小野 次郎鹿島 直麿氏 高市 圭二 平取 北島牧場 ４７０－ ２１：１２．５３� ４０．６�
７１２� セイウンヒノアラシ 牡８栗 ５７ 上村 洋行西山 茂行氏 浅見 秀一 加 Josham Farms

Limited ４２４－１４ 〃 ハナ １３８．３�
２３ ヨイチサウス 牡５栗 ５７ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 青森 一山牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ １１５．７�
８１４	� ダイワティグリス 牡３黒鹿５６ 田中 勝春大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５２４＋ ４１：１４．０９ ２６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５１，７７２，７００円 複勝： ６７，１２１，１００円 枠連： ６８，４２９，３００円

普通馬連： ３０１，０４７，６００円 馬単： ２１５，４４６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６６，０６２，１００円

３連複： ２２２，７８０，３００円 ３連単： ６０６，４６３，５００円 計： １，５９９，１２２，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １，０６０円 � ３，７４０円 枠 連（２－３） ５，１８０円

普通馬連 �� ６，０５０円 馬 単 �� ８，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８６０円 �� ７，５５０円 �� ３５，２５０円

３ 連 複 ��� ２２４，６１０円 ３ 連 単 ��� ９９２，４００円

票 数

単勝票数 計 ５１７７２７ 的中 � １４７０３８（２番人気）
複勝票数 計 ６７１２１１ 的中 � ２０２７５９（１番人気）� １２５０７（１０番人気）� ３３４３（１４番人気）
枠連票数 計 ６８４２９３ 的中 （２－３） ９７６８（１５番人気）
普通馬連票数 計３０１０４７６ 的中 �� ３６７５５（１９番人気）
馬単票数 計２１５４４６２ 的中 �� １８４５６（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６６０６２１ 的中 �� ８９８９（１７番人気）�� ２１３８（４９番人気）�� ４５４（９６番人気）
３連複票数 計２２２７８０３ 的中 ��� ７３２（２２９番人気）
３連単票数 計６０６４６３５ 的中 ��� ４５１（１０６７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．１―１１．８―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．４―４５．２―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーアベニュー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００５．１．９ 京都１着

２００２．５．１３生 牡４栗 母 エナジートウショウ 母母 コーニストウシヨウ １３戦５勝 賞金 ９２，８８８，０００円
※出走取消馬 ポートジェネラル号（疾病〔右肩跛行〕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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 ウイングシチー号・サトノスローン号・スターオブニルス号・スプリングボード号・スリーセブンスピン号・

ナリタキセキボーイ号・ハシルジョウオー号・マルカフレンチ号・マルターズマッシブ号・リーサムウェポン号・
リーディングエッジ号

※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。



３３０７１１２月１７日 晴 良 （１８中山５）第６日 第１１競走 ��
��１，２００�第２３回フェアリーステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右・外）

牝，２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

３６ � アポロティアラ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 山際牧場 ４６８＋ ６１：０９．４ １０２．０�

７１４� サンタフェソレイユ 牝２栗 ５４ 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 ４３２＋ ２１：０９．６１� １４．３�
２３ � ニ シ ノ マ オ 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介西山 茂行氏 太宰 義人 鵡川 西山牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ ４．３�
２４ 	 シベリアンクラシカ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Katherine

Elam ４９０－ ８ 〃 ハナ １４．２�
４７ � カノヤザクラ 牝２栗 ５４ 上村 洋行神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ５１４－ ４１：０９．７クビ ４．４�
５１０ ウインアンジェラス 牝２鹿 ５４ 津村 明秀�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４６８－ ６１：１０．０２ １１．７	
１２ �� ノボスイーツ 牝２芦 ５４ 小野 次郎�LS.M 阿部 新生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１０± ０１：１０．１クビ ５０．１

３５ � メイクユーハッピー 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮岡田 牧雄氏 高橋 裕 静内 岡田スタツド ４５８－１０１：１０．２
 １２８．８�
１１ メジロアダーラ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４４６＋ ６１：１０．５１� ２０．３�
８１５ クーヴェルチュール 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ３．０
８１６� ア ラ ハ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４５２＋ ６１：１０．７１ ２８０．９�
６１１� ビーアデビル 牝２鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 保田 一隆 静内 大滝 康晴 ４３２－ ４ 〃 ハナ ７９．０�
４８ � デュークラヴィング 牝２黒鹿５４ 内田 博幸河合 克俊氏 小西 一男 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４５６－ ２１：１０．９１ １７．４�
（大井）

６１２	 マルターズクラシカ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Summer
Wind Farm ４５８－ ８１：１１．０
 ８９．２�

７１３� マイネペローラ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４３４－１２１：１１．５３ ２４４．２�

５９ � コスモチーキー 牝２鹿 ５４ 大西 直宏 �ビッグレッドファーム �田 研二 門別 古川 雅且 ４１８－ ２１：１１．６
 １６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０３，３７７，８００円 複勝： １２３，８４６，９００円 枠連： １５８，７２３，０００円

普通馬連： ８３２，３５１，０００円 馬単： ５４６，８２１，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４４，１１５，９００円

３連複： ６４６，９３５，０００円 ３連単： １，５７４，７０９，６００円 計： ４，１３０，８８１，１００円

払 戻 金

単 勝 � １０，２００円 複 勝 � ２，４２０円 � ３８０円 � １８０円 枠 連（３－７） １２，７４０円

普通馬連 �� ８５，５３０円 馬 単 �� １９０，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３，９９０円 �� ５，８３０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� １２４，２１０円 ３ 連 単 ��� １，５３７，２２０円

票 数

単勝票数 計１０３３７７８ 的中 � ７９８７（１３番人気）
複勝票数 計１２３８４６９ 的中 � １０３５９（１３番人気）� ７９９２８（６番人気）� ２４５１２４（２番人気）
枠連票数 計１５８７２３０ 的中 （３－７） ９２００（２９番人気）
普通馬連票数 計８３２３５１０ 的中 �� ７１８２（８３番人気）
馬単票数 計５４６８２１９ 的中 �� ２１１３（１６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４４１１５９ 的中 �� ２４７７（７７番人気）�� ５９８７（４８番人気）�� ３２０１６（１２番人気）
３連複票数 計６４６９３５０ 的中 ��� ３８４４（１９０番人気）
３連単票数 計１５７４７０９６ 的中 ��� ７５６（１４５３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．２―１１．８―１１．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．５―４５．３―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロティアラ �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 Topsider デビュー ２００６．８．２６ 新潟２着

２００４．４．１４生 牝２鹿 母 タイキフレグランス 母母 Sudden Flash ５戦２勝 賞金 ４１，１４５，０００円
〔制裁〕 メイクユーハッピー号の騎手二本柳壮は，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。
※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 アドマイヤプルート号・インディゴラヴ号・エーシンオームズ号・クインズプレイヤー号・コスモベル号・

ハッピービーチ号
※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。



３３０７２１２月１７日 晴 良 （１８中山５）第６日 第１２競走 ��
��１，８００�

か と り

香 取 特 別
発走１６時００分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５８ シャドウゲイト 牡４黒鹿５７ 田中 勝春飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８＋ ６１：４７．９ ６．６�

４５ ヤマニンスプラウト 牝５鹿 ５５ 北村 宏司土井 肇氏 清水 利章 浦河 廣田 伉助 ４５２＋ ２１：４９．０７ １１２．９�
３３ � ミヤビキララ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹村上 義勝氏 �田 研二 静内 田原橋本牧場 ４７０－ ６１：４９．２１ １６．５�
１１ � ニシノグレイシャ 牡６青鹿５７ 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ １７３．６�
８１４� ワイルドシングス 牡３青鹿５６ 御神本訓史山上 和良氏 菊川 正達 新冠 高橋 忍 ４７２＋ ６ 〃 ハナ ２３．６�

（大井）

３４ ナスノフィオナ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４３６－ ４ 〃 アタマ １２．４	

２２ アサクサゼットキ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝田原源一郎氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５１０－ ２１：４９．３	 １．７

６９ マイネルキッツ 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �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 ４９０＋ ６ 〃 アタマ ７．７�
４６ � 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 B５２８＋ ２１：４９．４クビ １２．９�
７１２�
 リ ン ド ー ロ 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義伊藤 信之氏 嶋田 功 門別 山際 辰夫 ４７６＋ ６１：４９．５	 ８９．４�
７１１�
 カネサマンゲツ 牡４鹿 ５７ 木幡 初広笠原 幸六氏 久保田貴士 浦河 桑田フアーム ４８６＋ ６１：４９．６	 ３２．４�
５７ �� フィアリストライ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸臼田 浩義氏 内田 勝義 門別 日高大洋牧場 ４５２－ ４１：４９．９２ ３０．８�

（川崎） （大井）

６１０
� サウスグローリー 牡５栗 ５７ 江田 照男南波 壽氏 武藤 善則 浦河 鮫川牧場 ４７２± ０１：５０．２２ ３０２．７�
８１３ テンイムホウ 牝４鹿 ５５ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６０－ ４ 〃 ハナ ２５．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４７，８１４，５００円 複勝： ５９，１８６，３００円 枠連： ６８，４１９，８００円

普通馬連： ２６７，４３４，２００円 馬単： １９１，９７６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，２９７，８００円

３連複： ２００，４１３，４００円 ３連単： ５２０，５７２，３００円 計： １，４１３，１１５，１００円

払 戻 金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２４０円 � ２，１１０円 � ４６０円 枠 連（４－５） ３，８９０円

普通馬連 �� ３４，５８０円 馬 単 �� ５８，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，９６０円 �� １，４７０円 �� ９，５６０円

３ 連 複 ��� ８５，８００円 ３ 連 単 ��� ６４８，９６０円

票 数

単勝票数 計 ４７８１４５ 的中 � ５７７２６（２番人気）
複勝票数 計 ５９１８６３ 的中 � ７８５６４（２番人気）� ６２２１（１２番人気）� ３３２９１（６番人気）
枠連票数 計 ６８４１９８ 的中 （４－５） １２９８５（１４番人気）
普通馬連票数 計２６７４３４２ 的中 �� ５７０８（５２番人気）
馬単票数 計１９１９７６８ 的中 �� ２４３１（９６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７２９７８ 的中 �� １７４７（５２番人気）�� ９９１４（１４番人気）�� １４５３（５８番人気）
３連複票数 計２００４１３４ 的中 ��� １７２４（１４７番人気）
３連単票数 計５２０５７２３ 的中 ��� ５９２（８９１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１２．３―１２．２―１１．３―１２．１―１１．９―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３６．９―４９．１―１：００．４―１：１２．５―１：２４．４―１：３５．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャドウゲイト �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．２．１９ 東京６着

２００２．３．２３生 牡４黒鹿 母 ファビラスターン 母母 カッティングエッジ １５戦４勝 賞金 ６１，６７５，０００円
〔３走成績による出走制限〕 サウスグローリー号は，平成１９年１月１７日まで平地競走に出走できない。
※サウスグローリー号は，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。



（１８中山５）第６日 １２月１７日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

２４２，９００，０００円
２，１００，０００円
１５，３１０，０００円
９９０，０００円
６６０，０００円
２，０００，０００円
２４，９００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，３３５，０００円
５，６７８，８００円
１，８４８，３００円

勝馬投票券売得金
４２１，９７２，３００円
５１８，４８８，３００円
６１８，１１９，３００円
２，４４９，７４９，５００円
１，９３６，６０８，５００円
５３２，６４０，１００円
２，２９０，５８９，８００円
３，１３４，５６９，３００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 １１，９０２，７３７，１００円

総入場人員 ４７，２７９名 （有料入場人員 ）




