
００００１ １月５日 曇 良 （２０中山１）第１日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

１２ メジロアリエル 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４５０－１０１：１３．９ ８．１�

３５ ヒロアンジェロ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４８２＋ ２ 〃 ハナ １３．４�
２３ キャスタスペルミー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �キャロットファーム 戸田 博文 三石 片山 修 ４５８＋ ４１：１４．２１� ８．２�
４７ デ ル マ ベ ガ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 ファニーヒルファーム ４５６－ ２１：１４．３� ２．９�
６１２ メジロフローラ 牝３栗 ５４ 石橋 脩�メジロ牧場 柴田 政人 洞爺 メジロ牧場 ４５８－１０１：１４．５１� ４．３�
２４ チャームベル 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳タマモ� 中川 公成 新冠 新冠伊藤牧場 ４０２－１０１：１４．９２� １１７．３	
７１４ アメリカンヒロイン 牝３青鹿５４ 小林 淳一小野 博郷氏 石栗 龍彦 新冠 赤石 久夫 ４３４＋ ２１：１５．０� ３７．８

１１ エイトシード 牝３鹿 ５４ 村田 一誠玉置 辰次氏 南田美知雄 静内 片岡 博 ４２８＋１２１：１５．２１� ２９．８�
４８ フォンテーヌ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 谷口牧場 ４４８－１２１：１５．３クビ １５４．６�
８１５ コスモドリーミン 牝３芦 ５４

５１ ▲佐藤 聖也 �ビッグレッドファーム 平井 雄二 浦河 日田牧場 ４１０＋ ４１：１５．４� ３５．４
７１３ サマーグロリアス 牝３栗 ５４ 津村 明秀セゾンレースホース� 畠山 重則 三石 山本 昇寿 ４３２＋ ６１：１５．８２� ７８．０�
５１０ オンワードメモリア 牝３芦 ５４

５２ △的場 勇人�オンワード牧場 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４３４－ ６ 〃 ハナ ２４．２�
８１６ コスモホウキボシ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム �田 研二 新冠 ビッグレッドファーム ４１６＋ ８１：１６．０１� １２９．５�
５９ ニシノベローチェ 牝３鹿 ５４ 小牧 太西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４４８＋ ４ 〃 ハナ ２２．２�
６１１ ウォーネックレス 牝３栗 ５４ 左海 誠二宮崎 利男氏 萱野 浩二 三石 佐藤 陽一 ４３６＋ ６１：１６．４２� ７．０�

（船橋）

３６ クイックマインド 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 静内 千代田牧場 ４６０－ ４１：１６．７２ １０１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５７４，９００円 複勝： ２７，５６３，０００円 枠連： ２９，４０８，１００円

普通馬連： １０２，０９７，５００円 馬単： ８６，７９１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，４９７，２００円

３連複： １３５，２０７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４２５，１３９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２６０円 � ４００円 � ２９０円 枠 連（１－３） ３，４８０円

普通馬連 �� ４，５２０円 馬 単 �� ８，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� ９６０円 �� １，５６０円

３ 連 複 ��� １０，６００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８５７４９ 的中 � １８１９５（４番人気）
複勝票数 計 ２７５６３０ 的中 � ２９４８２（４番人気）� １７２４５（６番人気）� ２５７３５（５番人気）
枠連票数 計 ２９４０８１ 的中 （１－３） ６２５２（１５番人気）
普通馬連票数 計１０２０９７５ 的中 �� １６７０１（１７番人気）
馬単票数 計 ８６７９１４ 的中 �� ７１６７（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５４９７２ 的中 �� ４０１７（１７番人気）�� ６７３３（１０番人気）�� ３９９９（１８番人気）
３連複票数 計１３５２０７７ 的中 ��� ９４１５（３３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．６―１２．６―１２．８―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．７―４７．３―１：００．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３９．２
３ ・（２，７）（１１，１２）（１，６，１４）（８，１５）（５，１６）１０（３，１３）４－９ ４ ・（２，７）１２（１，６，１４）５（３，８，１５）（４，１１，１０，１６）１３－９

勝馬の
紹 介

メジロアリエル �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Green Desert デビュー ２００７．１１．１７ 東京８着

２００５．３．１０生 牝３鹿 母 メジロダーリング 母母 アイルオブグラス ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔制裁〕 チャームベル号の騎手菊沢隆徳は，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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 アクトオブグレイス号・アゲハチョウ号・ココロノマド号・スズカエルマンボ号・ハイデフィニション号・

メジロリロ号・ユーピロンユー号
※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。



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

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７１３ スカーレットライン 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：５６．１ ２．７�

７１４ ビーボタンダッシュ 牡３芦 ５６ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５０６＋ ８１：５７．７１０ ８０．６�
１１ ヨイチノース 牡３鹿 ５６ 田中 勝春加藤 興一氏 菅原 泰夫 青森 ワールドファーム ４６０＋ ２１：５８．０２ １９．９�
１２ アグネスボンバー 牡３栗 ５６

５４ △的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 浦河 高昭牧場 ４８８± ０１：５８．３１� ２４．６�
８１５ シルクイーグル 牡３鹿 ５６ 津村 明秀有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４８４＋ ８１：５８．６２ １６．２�
８１６ ミンナデワンダー �３栗 ５６ 吉田 豊櫻井 正氏 和田 正道 浦河 モトスファーム ４６８－１４１：５８．７クビ ４０．５�
２４ プッシュハート 牡３鹿 ５６ 小牧 太島田 久氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４７６－ ８１：５８．９１ ４４．９	
６１１ スズカニール 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 ４４６＋ ８ 〃 クビ ３４６．１

３５ ダノンマスターズ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�ダノックス 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム B４６８＋１０１：５９．０クビ ４．２�
５９ カイシュウハトバ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 静内 見上牧場 ５２０＋ ６ 〃 クビ １６２．６�
６１２ タカラカリズマ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝村山 義男氏 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４５４－ ４１：５９．２１ １１．１
４８ マイネルアンジェロ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 静内 荒谷 英俊 ５３０＋ ２２：００．１５ ５３．７�
３６ シベリアンケン 牡３芦 ５６ 蛯名 正義藤田与志男氏 中川 公成 新冠 村上 雅規 ４９０＋ ６２：００．２� ３．９�
５１０ レ オ バ ベ ル 牡３栗 ５６ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 浦河 江谷 重雄 B４９６＋ ２２：００．７３ ４４．９�
４７ トーアチャーリー 牡３栗 ５６ 左海 誠二東亜駿馬� 奥平 雅士 豊浦トーア牧場 ４７４＋ ４２：００．９１ ９３．０�

（船橋）

２３ ミヤビアラシオー 牡３栗 ５６ 川田 将雅村上 義勝氏 戸田 博文 門別 インターナショ
ナル牧場 ４８４＋ ４２：０１．３２� ３９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７５９，１００円 複勝： ２７，８５５，９００円 枠連： ３５，８９９，１００円

普通馬連： １０３，３３５，８００円 馬単： ９２，３７０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１９５，４００円

３連複： １３４，３７３，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４４１，７８９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １，６２０円 � ４６０円 枠 連（７－７） １１，６８０円

普通馬連 �� １２，４６０円 馬 単 �� １６，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１６０円 �� １，２３０円 �� １３，３２０円

３ 連 複 ��� ６８，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９７５９１ 的中 � ５９８３５（１番人気）
複勝票数 計 ２７８５５９ 的中 � ７８４２３（１番人気）� ３２３６（１３番人気）� １３０４０（６番人気）
枠連票数 計 ３５８９９１ 的中 （７－７） ２２６９（２４番人気）
普通馬連票数 計１０３３３５８ 的中 �� ６１２５（３５番人気）
馬単票数 計 ９２３７０１ 的中 �� ４１３７（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１９５４ 的中 �� ２１８６（３５番人気）�� ５８３９（１１番人気）�� ５０８（７５番人気）
３連複票数 計１３４３７３６ 的中 ��� １４４６（１４６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１２．６―１３．１―１２．８―１３．１―１３．３―１３．４―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．４―３７．０―５０．１―１：０２．９―１：１６．０―１：２９．３―１：４２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F４０．１
１
３
１５（１４，１６）（５，１３）（７，６）（３，１０）（９，１２）２，１－８－（４，１１）
１５（１４，１３）（５，１６，６）（１０，１２）（９，３，１）（７，２）（８，１１）４

２
４

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

スカーレットライン �
�
父 バトルライン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．１１．４ 東京４着

２００５．５．４生 牡３栗 母 フェスタデルドンナ 母母 スカーレツトブルー ３戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
〔制裁〕 ヨイチノース号の騎手田中勝春は，４コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜こうとしたことについて戒

告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミヤビアラシオー号は，平成２０年２月５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 オンワードフィール号・カシノシンケン号・サンマルシャルム号・ジェイケイローレル号・ショウナンアローン号・

ヒシクローザー号・ベートーヴェン号・マイネルフォルザ号・ミキノマカオ号・リバーブレイブ号
※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。



００００３ １月５日 曇 良 （２０中山１）第１日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ２５０，０００
２５０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

６１１ ザシークレット 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ５２０＋ ２１：１２．０ ２．２�

７１３� サンターナズギフト 牡３黒鹿５６ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita ４５４－ ４１：１２．８５ １１．７�
２３ アイビスデージー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義臼倉 勲氏 田中 清隆 三石 タガミファーム ４６４－ ４１：１３．２２� ２１．２�
８１５ ケイジージュニアー 牡３青鹿５６ 伊藤 直人鹿倉 勝�氏 斎藤 誠 新冠 つつみ牧場 ４８４－ ６１：１３．３クビ ２３０．３�
３５ ベルモントフレア 牡３黒鹿５６ 武士沢友治 �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 ５３８－ ２１：１３．４� ２５．２�
３６ コスモコンテンダー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 静内 橋本牧場 ４８２＋ ４ 〃 同着 １８．５�
２４ ドリームシャドウ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人セゾンレースホース	 堀井 雅広 静内 岡田スタツド ４９６－ ２１：１３．５� ６．０

６１２ ケイアイガルチ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊亀田 守弘氏 鈴木 康弘 静内 佐竹 学 ４６６＋１４ 〃 アタマ １１４．６�
８１６ ヴァンリュミエール 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司 	エヌ・アール・ユー 郷原 洋行 門別 シンコーファーム ４５８± ０１：１３．６クビ １４３．３�
５１０ メジロオマリー 牡３黒鹿５６ 川田 将雅�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４７２＋ ２１：１３．８１	 １４１．０
５９ ディーエスルーラー 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 タニグチ牧場 ４７８＋ ２１：１４．０１ ５１．５�
７１４ ケイアイモーガン 牡３栗 ５６ 横山 典弘亀田 守弘氏 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４６６＋１０１：１４．１� ５．０�
１１ デルマシリウス 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一浅沼 廣幸氏 本郷 一彦 門別 ファニーヒルファーム ４７８＋１４ 〃 クビ ２１２．１�
４８ ダイワシャトル 牡３青鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 新冠 パカパカ

ファーム B４７２－ ４１：１４．３１	 １３．５�
４７ カワキタライジン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀川島 吉男氏 相沢 郁 門別 高澤 俊雄 ４４４＋ ４１：１４．４� １７．３�
１２ ノックザボトム 牡３鹿 ５６ 岩部 純二西森 鶴氏 中川 公成 鵡川 上水牧場 ４８０＋ ２１：２２．７大差 ４７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，５７５，６００円 複勝： ４４，０４７，０００円 枠連： ３９，３１２，４００円

普通馬連： １２６，１９４，９００円 馬単： １１５，９９６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，２５７，８００円

３連複： １６５，１８４，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５５０，５６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � ４７０円 枠 連（６－７） ３９０円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ９６０円 �� ２，６５０円

３ 連 複 ��� ５，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３５７５６ 的中 � ８７０６４（１番人気）
複勝票数 計 ４４０４７０ 的中 � １７８８４７（１番人気）� ３４１４２（４番人気）� １５２６９（８番人気）
枠連票数 計 ３９３１２４ 的中 （６－７） ７５４３７（１番人気）
普通馬連票数 計１２６１９４９ 的中 �� ９２６２２（３番人気）
馬単票数 計１１５９９６０ 的中 �� ６００８６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６２５７８ 的中 �� ２３０８４（３番人気）�� ９１７８（９番人気）�� ３１３２（３０番人気）
３連複票数 計１６５１８４６ 的中 ��� ２２９３５（１８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．７―１２．３―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．５―４６．８―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３７．５
３ １１，１３（６，１２，７）（５，９）（３，１６）（４，１４，１５）（８，１０）－１＝２ ４ ・（１１，１３）（６，１２）（５，７）１６（３，９，１５）（４，１４，１０）（１，８）＝２

勝馬の
紹 介

ザシークレット �
�
父 スピードワールド �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００７．７．１ 福島８着

２００５．４．９生 牡３芦 母 スピードハミング 母母 スルーシーツー ６戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノックザボトム号は，平成２０年２月５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 エドノバラード号・シャイニングアゲン号・スパークルキング号・マダトモウドッチ号



００００４ １月５日 晴 良 （２０中山１）第１日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

５１０ バーニングブライト 牡３青 ５６ 安藤 光彰 �キャロットファーム 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４２８ ―１：１４．１ １０．２�

４７ エフティメガミ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義吉野 英子氏 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４７２ ―１：１４．３１� ６．６�
４８ チ ャ ス キ 牝３鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７４ ― 〃 ハナ ２０．７�
１１ ブレイクアスペル 牡３栗 ５６

５４ △田中 博康 �社台レースホース秋山 雅一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２ ―１：１４．８３ ５．５�

８１５ シルクロブスト 牡３栗 ５６ 小林 久晃有限会社シルク畠山 重則 静内 畠山牧場 ４６２ ―１：１４．９クビ １０１．９�
２３ � ナイキウェルネス 牡３栗 ５６ 横山 典弘小野 誠治氏 古賀 史生 米 Joe Parker ４８４ ― 〃 ハナ ３．７�
８１６ フクノブリング 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎小沼 博氏 嶋田 潤 浦河 林農場 ４５０ ― 〃 ハナ １１７．３	
６１２ ハギノサフィラ 牝３鹿 ５４ 左海 誠二日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１０ ―１：１５．０� ５８．８


（船橋）

６１１ サウスジャック 牡３栗 ５６ 柴田 善臣南波 壽氏 武藤 善則 門別 鹿戸 武光 ４８４ ―１：１５．１� ３．１�
７１４ タママリアケイ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４７８ ―１：１５．２� ９７．４�
２４ テキサスホールデム 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�瀬 真尚氏 本間 忍 門別 川島 貞二 ４９４ ―１：１５．３クビ １３．３
５９ エプソムヒット 牡３黒鹿５６ 木幡 初広 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 笹倉 武久 新冠 芳住 革二 ４７２ ―１：１５．７２� １４５．９�
３６ ドレストウショウ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太トウショウ産業� 杉浦 宏昭 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６２ ―１：１６．５５ １１２．５�
７１３ ギンザセシボン 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹有馬 博文氏 松永 康利 浦河 宮内牧場 ４６８ ―１：１７．１３� ３８．０�
１２ チ ャ タ ル 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮浜野順之助氏 二本柳俊一 穂別 佐久間 孝司 ４４６ ―１：１７．８４ １２４．４�
３５ マルターズケン 牡３黒鹿 ５６

５４ △的場 勇人藤田与志男氏 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム ３８２ ―１：１８．７５ ４９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，９１０，５００円 複勝： ２５，５２１，４００円 枠連： ３３，５７８，７００円

普通馬連： １０７，０２７，８００円 馬単： ９９，２８９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４８０，４００円

３連複： １３６，１４１，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４４９，９５０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ３００円 � ２３０円 � ４６０円 枠 連（４－５） ２，０００円

普通馬連 �� ２，８７０円 馬 単 �� ６，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� １，６６０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� １３，３００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１９１０５ 的中 � １７０１１（５番人気）
複勝票数 計 ２５５２１４ 的中 � ２２２３１（５番人気）� ３３８７４（３番人気）� １３１８６（７番人気）
枠連票数 計 ３３５７８７ 的中 （４－５） １２４４６（９番人気）
普通馬連票数 計１０７０２７８ 的中 �� ２７５７１（１３番人気）
馬単票数 計 ９９２８９５ 的中 �� １１４９５（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４８０４ 的中 �� ６７１９（１２番人気）�� ３８９２（２０番人気）�� ４７９２（１７番人気）
３連複票数 計１３６１４１９ 的中 ��� ７５５５（３８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．７―１２．７―１３．０―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．６―４７．３―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バーニングブライト �
�
父 サクラローレル �

�
母父 Tabasco Cat 初出走

２００５．４．１１生 牡３青 母 バーニングウッド 母母 Wood So 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２７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２７頭 ウイングヴィーナス号・カウンターパンチ号・カチキナムスメ号・ガッツパワー号・カルチャートップ号・

キシリトール号・キリマル号・クリーンドンダケ号・ケイアイアストン号・ケイエムチャンス号・
ゴールドコレクター号・ジャンドゥーヤ号・シルクアンコール号・シンデレラシチー号・スクロール号・
スプリングラッキー号・タイキビッグバン号・タツタイコウ号・テスタンミラクル号・ナギサノハナ号・
ビコーアリス号・ヒシシャトル号・モモカ号・ヤマショウボストン号・リルティングソング号・リンガスシェーバー号・
ロンギングバブル号

※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。



００００５ １月５日 晴 良 （２０中山１）第１日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２４ サトノプログレス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 様似 �村 伸一 ５０８＋ ６１：３５．８ １．８�

１２ � ロードバロック 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４４２＋１６１：３６．２２� ４．５�
６１２ マイネルサラン 牡３芦 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 鎌田 正嗣 ４８４± ０１：３６．３� ６．９�
６１１ シップウドトウ 牡３栗 ５６ 松岡 正海�日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ４７６－ ２１：３６．４クビ １１．１�
７１３� ベストプロジェクト 牡３栗 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Flaxman

Holdings Ltd ４９２± ０１：３６．８２� １８．６�
１１ ディーエスファジー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 様似 猿倉牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ ７９．３	
２３ ゲイルカフェ 牡３栗 ５６

５３ ▲小島 太一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４４０－ ６１：３６．９� ４５．２

３５ エ ポ カ ル 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹細谷 典幸氏 高橋 裕 門別 木村牧場 ４２４－ ８１：３７．２１� ９２．６�
５１０ マイネルブリス 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 国中 一男 ４８６＋３４ 〃 クビ １７９．９�
３６ ニシエイビュレット 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人西舘 榮氏 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ １８．８
４７ � アポロガッバーナ 牡３鹿 ５６ 江田 照男アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Hargus Sexton

& Sandra Sexton ４９６＋ ６ 〃 ハナ ３２．１�
５９ ポコアポコフォルテ 牝３栗 ５４ 木幡 初広�テンジン 大江原 哲 三石 三石橋本牧場 ４２０＋ ４ 〃 ハナ ５１．６�
７１４ コスモリスアムール 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 三村 卓也 ４６４＋１８１：３７．４１� １６３．５�
８１６ エ チ セ ロ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �エヌ・アール・ユー 高橋 裕 門別 新井 弘幸 ５０６＋ ４１：３７．５クビ １４１．６�
４８ スウェプトワールド 牡３鹿 ５６ 吉田 豊芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 静内 武 牧場 ４４２± ０１：３７．８２ ９１．９�

（１５頭）
８１５ キョウエイストーム 牡３芦 ５６ 村田 一誠田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３０，９７７，８００円 複勝： ５７，９５１，４００円 枠連： ４３，３４８，４００円

普通馬連： １４１，４１３，５００円 馬単： １５０，６７３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，２３７，６００円

３連複： １９８，３２３，４００円 ３連単： 発売なし 計： ６６１，９２５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（１－２） ４２０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ２４０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０９７７８ 的中 � １４０５７３（１番人気）
複勝票数 計 ５７９５１４ 的中 � ３４０２３６（１番人気）� ５１７１１（２番人気）� ５００９９（３番人気）
枠連票数 計 ４３３４８４ 的中 （１－２） ７７７５７（２番人気）
普通馬連票数 計１４１４１３５ 的中 �� ２２７１９０（１番人気）
馬単票数 計１５０６７３３ 的中 �� １５６０００（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９２３７６ 的中 �� ４６４５５（１番人気）�� ４４８２５（２番人気）�� １５４５２（６番人気）
３連複票数 計１９８３２３４ 的中 ��� １６８４８２（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．６―１２．２―１２．８―１２．５―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３４．９―４７．１―５９．９―１：１２．４―１：２３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．７―３F３５．９

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノプログレス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Royal Academy デビュー ２００７．１０．２８ 東京３着

２００５．３．２生 牡３鹿 母 トウヨウロイヤル 母母 オーミディア ４戦１勝 賞金 １０，８００，０００円
〔出走取消〕 キョウエイストーム号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 ディーエスファジー号の騎手石橋脩は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイネベクルックス号



００００６ １月５日 晴 良 （２０中山１）第１日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
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

７１４ アルコイリス 牝４芦 ５４
５３ ☆大野 拓弥中村 政勝氏 池上 昌弘 浦河 駿河牧場 ４５６＋ ８１：１２．３ ４．６�

２４ メイスンシンデレラ 牝４栗 ５４ 津村 明秀梅村 浩氏 岩戸 孝樹 門別 木村牧場 ４３８＋ ４ 〃 クビ ２３．７�
５１０� ジェイケイクリーク 牝４鹿 ５４ 北村 宏司小谷野次郎氏 加藤 和宏 静内 安田 豊重 ５００－ ４１：１２．６２ １１．８�
８１６ ガールズポップ 牝４鹿 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋ ５１：１２．７クビ １０．９�
８１５ トーセンフーガ 牝４鹿 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 静内 服部 牧場 ４９８＋ ８１：１２．９１ ９．２�
１１ プレシャスドロップ 牝５栗 ５５ 木幡 初広岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 岡田スタツド B４５４＋ ８１：１３．０� ４．３	
１２ セイヴィングス 牝５鹿 ５５

５２ ▲池崎 祐介松平 恭司氏 武市 康男 門別 松平牧場 ４８４＋ ８１：１３．１クビ ８．０

４７ � ワイルドオーキッド 牝５鹿 ５５

５３ △田中 博康 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 岩戸 孝樹 浦河 昭和牧場 ４７８＋ ８１：１３．５２� ２８．８�

７１３ サフラントウショウ 牝４栗 ５４ 左海 誠二トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４６２＋ ８１：１３．６� ７６．３

（船橋）

３６ � オールフォーラヴ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅吉橋 計氏 戸田 博文 様似 清水スタッド ４６４－ ６１：１３．７クビ ５８．２�
６１１ マイネバイレ 牝４鹿 ５４

５１ ▲佐藤 聖也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 根本 康広 池田 新田牧場 ４６６± ０１：１３．９１� ４２．８�

５９ ファステック 牝４鹿 ５４ 田中 勝春杉山 忠国氏 萩原 清 門別 日高大洋牧場 ４６６＋１４１：１４．１１� ３９．６�
４８ タイキティアラ 牝５鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人�大樹ファーム 後藤 由之 大樹 大樹ファーム ４１０＋ ２１：１４．２クビ １１２．８�
２３ � カマーバンド 牝５芦 ５５ 柴山 雄一水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 B４９０－ ６ 〃 アタマ ４．５�
６１２� エプソムバクシン 牝５鹿 ５５

５３ △的場 勇人 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 松永 康利 浦河 鮫川牧場 ４４０－ ９１：１４．８３� ２４５．１�

３５ マジックカイマナ 牝４栗 ５４ 田面木博公�富士開発 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ５００＋１６１：１５．０１� １２０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，７５４，９００円 複勝： ３１，６９１，９００円 枠連： ４６，９２５，９００円

普通馬連： １４１，２３５，６００円 馬単： １１２，６５２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，３７４，１００円

３連複： １７９，３８０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５７０，０１５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２１０円 � ５７０円 � ３９０円 枠 連（２－７） １，０７０円

普通馬連 �� ４，８１０円 馬 単 �� ７，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５４０円 �� １，４７０円 �� ３，８００円

３ 連 複 ��� ２７，０５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３７５４９ 的中 � ４１２３４（３番人気）
複勝票数 計 ３１６９１９ 的中 � ４９６０５（３番人気）� １２９１８（８番人気）� ２０００７（６番人気）
枠連票数 計 ４６９２５９ 的中 （２－７） ３２５３２（６番人気）
普通馬連票数 計１４１２３５６ 的中 �� ２１６９３（２０番人気）
馬単票数 計１１２６５２４ 的中 �� １１３４８（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４３７４１ 的中 �� ５５５５（２１番人気）�� ５８２６（１７番人気）�� ２１８２（４３番人気）
３連複票数 計１７９３８０３ 的中 ��� ４８９４（８９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．４―１２．１―１２．４―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．２―４６．３―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルコイリス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Rahy デビュー ２００６．１２．１０ 中山３着

２００４．３．６生 牝４芦 母 アーリーウィッシュ 母母 Heaven’s Nook ９戦２勝 賞金 １９，８４０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アルファチャングミ号
（非抽選馬） ２頭 コアレスキャスト号・マロンラッシュ号
※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。



００００７ １月５日 晴 良 （２０中山１）第１日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４８ � ファイトスピリッツ 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 米 Hill ’n’
Dale Farm ４８８＋ ６１：５５．１ ３．５�

１２ シンボリプロキオン 牡５栗 ５７
５５ △田中 博康シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５０６－ ４１：５５．２� ２２．２�

２３ ボ ナ パ ル ト 	６鹿 ５７ 蛯名 正義吉田 勝己氏 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ ６．２�
５９ コールトゥアーミー 牡４鹿 ５６ 左海 誠二西森 鶴氏 佐藤 全弘 門別 碧雲牧場 ４６０＋ ６１：５５．３
 ２２．８�

（船橋）

３６ ロックリヴァー 牡５鹿 ５７ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４６４± ０１：５５．５１
 ７．０�
３５ � アルファオリオン 牡５鹿 ５７ 田中 勝春�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４６４＋ ２１：５６．４５ ４．４�
６１２ チェイスバニヤン 牝５栗 ５５ 梶 晃啓津村 靖志氏 田村 康仁 静内 伊藤 明 ４５６± ０１：５６．５� ７４．８	
６１１� バックスラッシュ 牡９鹿 ５７ 津村 明秀薗部 博之氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４９６＋１２１：５６．６クビ ５６．９

４７ グラマトフィラム 牝４黒鹿５４ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 門別 広富牧場 ４６０± ０１：５６．７� ８．８�
２４ ベ ロ ボ ー グ 牡５芦 ５７ 石橋 脩�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 大北牧場 ５２８＋１６１：５６．９１
 ７５．８
７１４ ル ド ベ キ ア 牡４黒鹿５６ 吉田 隼人吉田 安惠氏 秋山 雅一 追分 追分ファーム ５３２＋ ４１：５７．１１� ３０．０�
７１３ イメージボックス 牡４鹿 ５６ 川田 将雅大原 詔宏氏 土田 稔 静内 田中 裕之 ４７８＋ ４１：５７．３１
 １０１．８�
１１ ロードキャニオン 	４鹿 ５６ 二本柳 壮 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム B４５０＋１０１：５７．４クビ ２５．２�
８１５ レイザストレングス 牡５鹿 ５７ 横山 典弘ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３８－ ２１：５７．７１� ３４．４�
５１０ ピサノダイチ 牡６栗 ５７ 青木 芳之市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４９６＋ ４１：５９．３１０ １６．６�
８１６� グラスサンダー 牡５鹿 ５７ 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 米 Joselito

Millan ５３２± ０１：５９．６１� ４７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，０３９，０００円 複勝： ３７，１７１，７００円 枠連： ５３，７７２，９００円

普通馬連： １６５，０９３，４００円 馬単： １２０，３６４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，８３０，９００円

３連複： ２０１，８４５，８００円 ３連単： 発売なし 計： ６４３，１１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １８０円 � ４２０円 � ２１０円 枠 連（１－４） １，６４０円

普通馬連 �� ３，３６０円 馬 単 �� ５，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１８０円 �� ６７０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ６，８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６０３９０ 的中 � ６０２６１（１番人気）
複勝票数 計 ３７１７１７ 的中 � ６５０７６（１番人気）� １９２０１（７番人気）� ４８０４１（３番人気）
枠連票数 計 ５３７７２９ 的中 （１－４） ２４２７３（７番人気）
普通馬連票数 計１６５０９３４ 的中 �� ３６３５０（１２番人気）
馬単票数 計１２０３６４０ 的中 �� １７４３１（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８８３０９ 的中 �� ８０２５（１３番人気）�� １４９５９（６番人気）�� ６３４３（１５番人気）
３連複票数 計２０１８４５８ 的中 ��� ２１６７２（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３７．０―５０．６―１：０３．６―１：１６．４―１：２９．２―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�ファイトスピリッツ �
�
父 Seeking the Gold �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００７．７．１ 福島１０着

２００４．４．１９生 牡４鹿 母 Anguilla 母母 Awesome Account ７戦２勝 賞金 １６，２００，０００円
〔制裁〕 チェイスバニヤン号の騎手梶晃啓は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 テイエムフッカツ号・トウショウノーティ号・パスクア号・ハタノワイズ号
※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。



００００８ １月５日 晴 良 （２０中山１）第１日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

６１１ ミキノモナコ 牝４栗 ５４ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 三石 久米 和夫 ４６４＋１２１：１１．６ ２８．５�

５９ ピサノヨシツネ 牡６栗 ５７ 田中 勝春市川 義美氏 河野 通文 新冠 松浦牧場 ５１８＋１４ 〃 クビ ８．５�
７１４ ゼンノスカイブルー 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義大迫久美子氏 土田 稔 平取 坂東牧場 ５６８＋ ４１：１１．７� ３．４�
２４ ケンコウヘイロー 牡６黒鹿 ５７

５５ △田中 博康志田 晃一氏 岩戸 孝樹 静内 八田ファーム ５２６＋１０１：１１．８クビ ２１．３�
７１３ ゴールドオアシス 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥福島 実氏 嶋田 功 門別 沖田牧場 ４７２± ０ 〃 アタマ ６．４�
３５ トーセンラヴ 牡６黒鹿５７ 柴山 雄一島川 �哉氏 斎藤 宏 三石 仲野牧場 ４７４＋１２ 〃 クビ １８．２�
８１５ ジェットバニヤン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅津村 靖志氏 鮫島 一歩 千歳 ロイヤルファーム ５０４－ ８ 〃 ハナ ５．５	
１２ スマートエッジ �８黒鹿５７ 高橋 智大大川 徹氏 佐々木亜良 浦河 ヤマダフアーム ４４２－ ４１：１１．９クビ ４１．８

６１２� チョウカイモンド �６栗 ５７ 小野 次郎�平田牧場 中野 隆良 浦河 酒井牧場 ５０２＋ ８１：１２．２２ １３．２�
４７ メジロターキッシュ 牝６栗 ５５ 柴田 善臣メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 ４７８－ ８１：１２．３クビ ３４．２�
８１６ ディスパーロ 牡５鹿 ５７

５４ ▲小島 太一 社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B４９４－ ４１：１２．４� ５．５�
４８ � オリエントヒーロー 牡８鹿 ５７ 田辺 裕信安達 允彦氏 小西 一男 門別 坂 牧場 ４９２－ ２１：１２．６� ８９．０�
１１ ジャスミンフレイズ 牝５鹿 ５５ 南田 雅昭内藤 好江氏 高木 登 青森 オオタ牧場 ４８６± ０１：１２．７� １７１．３�
３６ エーピーゴンタ 牡６栗 ５７ 高山 太郎斉藤 猛氏 本郷 一彦 浦河 桑田牧場 ４８２＋１３１：１２．８� ７２．８�
５１０� クリノトップオー 牡６鹿 ５７ 小林 淳一栗本 博晴氏 内藤 一雄 新冠 坂元牧場 ４５８＋ ３ 〃 クビ ２７６．３�
２３ タカラヘリオス 牡４黒鹿５６ 梶 晃啓村山 義男氏 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４９８＋ ４１：１３．０１	 ４０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７３４，９００円 複勝： ３５，２９７，４００円 枠連： ５２，７１３，２００円

普通馬連： １７７，９５６，２００円 馬単： １２５，３７７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，２７１，１００円

３連複： ２０５，８５４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ６６２，２０４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８５０円 複 勝 � ７２０円 � ３１０円 � １７０円 枠 連（５－６） ３，８００円

普通馬連 �� １０，９４０円 馬 単 �� ２６，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４３０円 �� １，７６０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １３，９７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５７３４９ 的中 � ７１２５（９番人気）
複勝票数 計 ３５２９７４ 的中 � １０１７３（１０番人気）� ２８９６９（５番人気）� ７０６７７（１番人気）
枠連票数 計 ５２７１３２ 的中 （５－６） １０２５３（１４番人気）
普通馬連票数 計１７７９５６２ 的中 �� １２００５（３４番人気）
馬単票数 計１２５３７７７ 的中 �� ３５２２（７６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９２７１１ 的中 �� ２７１０（３８番人気）�� ５３９０（２２番人気）�� １５２１８（５番人気）
３連複票数 計２０５８５４２ 的中 ��� １０８７８（４５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．１―１１．４―１２．１―１２．４―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．３―３３．７―４５．８―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３７．９
３ １１，４（３，１４，１５）（２，１６）－（１，１２）（９，７）（５，１０）（６，８）－１３ ４ １１（４，１４）（３，２，１５，１６）（１，１２）９（５，７）（６，８，１０）１３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミキノモナコ �
�
父 デ ィ ア ブ ロ �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー ２００６．９．１６ 中山３着

２００４．５．１１生 牝４栗 母 ユ カ リ 母母 レッドハマナス １３戦３勝 賞金 ３５，２００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３８頭 アイファーラブラブ号・アドマイヤベッカム号・アンテリオール号・イチライタッチ号・ヴィヴァーチェ号・

オオヒメ号・オポテューニティ号・オーシャンルミナス号・カイテキネオ号・カフェブルックリン号・カブキメーク号・
クリアエンデバー号・グリーディー号・グローバルボンバー号・ケイアイスパイダー号・ザップトウショウ号・
ジェイケイボストン号・シャドウハーツ号・ジョウテンロマン号・シルクエレメント号・シルクプラチナム号・
スキマチェリー号・ダンシングホーク号・ディーアールボーイ号・デンコウグラス号・トレトレジョリ号・
トワイニングイモン号・ファルカタリア号・ブラックシャドウ号・ブルーカーディナル号・マグネティックマン号・
マルタラヴ号・メジロファルカル号・ライカート号・ラオムフェーレ号・リボンノキシ号・レオフォーレンス号・
レットイットライド号



００００９ １月５日 晴 良 （２０中山１）第１日 第９競走 ��
��２，０００�

か ん ち く

寒 竹 賞
発走１４時１５分 （芝・右）

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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

６１１ アイティトップ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４９２－ ８２：０２．３ ２３．４�

２４ ドリームノクターン 牡３鹿 ５６ 田中 博康セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ４８２± ０２：０２．６２ ５．０�
１２ � バイタリティー 牡３芦 ５６ 石橋 脩水上 行雄氏 平井 雄二 浦河 笠松牧場 ４９４－ ２２：０２．７� ６５．７�
３５ コスモポッケ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４４２－ ６ 〃 クビ １３．５�
２３ マイネルジュレップ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ４２：０２．８クビ ６．１�
７１４� エバーブライト 牡３黒鹿５６ 左海 誠二 �ユートピア牧場 岡林 光浩 登別 ユートピア牧場 ４９８－ ５ 〃 クビ ６８．８	

（船橋） （船橋）

８１５ リネンホーク 	３栗 ５６ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４６８－ ２２：０２．９クビ ７２．３

６１２ ニシノマルス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西山 茂行氏 高橋 祥泰 鵡川 西山牧場 ４６４－１０２：０３．１１ １３．２�
８１６ エアキリヤン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５０± ０ 〃 クビ ８．５�
４８ � モエレヘイセイ 牡３鹿 ５６ 草野 太郎田口 廣氏 坂本 勝美 三石 松本牧場 ４６４＋１０２：０３．４１
 ３０８．５
５９ � ペガサスフォート 牡３栗 ５６ 北村 宏司広尾レース� 藤沢 和雄 米 Gaines－Gentry

Throughbreds ５０８－ ４２：０３．６１� ２．０�
３６ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４４２± ０２：０３．９１
 ７２．１�
４７ � ミサトマーブル 牡３青 ５６ 江田 照男戸部 洋氏 谷原 義明 門別 ファーミングヤナキタ ４８０＋ ２２：０４．０
 １５１．４�
７１３� ゴールドカラー 牡３鹿 ５６ 的場 勇人廣松 金次氏 小島 茂之 浦河 中神牧場 ４９２＋ ６２：０４．２１� １６７．９�
５１０� エナジーワイルド 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹阿部榮乃進氏 嶋田 潤 厚真 阿部 栄乃進 B４４０－ ２２：０７．７大差 ２２２．３�

（１５頭）
１１ � ス タ ー ダ ム 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司栗嶋 豊明氏 郷原 洋行 静内 荒谷 英俊 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４４，７００，７００円 複勝： ５３，７４５，５００円 枠連： ６４，６８０，９００円

普通馬連： ２２５，３５６，４００円 馬単： １６８，０６９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，０８４，４００円

３連複： １８０，２０８，４００円 ３連単： ５１９，０１４，９００円 計： １，３０２，８６０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３４０円 複 勝 � ５７０円 � ２００円 � １，４３０円 枠 連（２－６） ９２０円

普通馬連 �� ４，６５０円 馬 単 �� １２，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６１０円 �� ９，４２０円 �� ３，４２０円

３ 連 複 ��� ６３，４３０円 ３ 連 単 ��� ４４４，３６０円

票 数

単勝票数 計 ４４７００７ 的中 � １５０８１（７番人気）
複勝票数 計 ５３７４５５ 的中 � ２２９１７（７番人気）� ８８７９１（２番人気）� ８２６４（９番人気）
枠連票数 計 ６４６８０９ 的中 （２－６） ５１９３６（５番人気）
普通馬連票数 計２２５３５６４ 的中 �� ３５７９０（１７番人気）
馬単票数 計１６８０６９７ 的中 �� ９８０７（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７０８４４ 的中 �� ７３７３（１７番人気）�� １２０８（５４番人気）�� ３３８２（２７番人気）
３連複票数 計１８０２０８４ 的中 ��� ２０９７（１０６番人気）
３連単票数 計５１９０１４９ 的中 ��� ８６２（６０６番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１２．５―１２．０―１２．６―１２．３―１２．３―１１．８―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．６―３６．１―４８．１―１：００．７―１：１３．０―１：２５．３―１：３７．１―１：４９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３７．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アイティトップ �
�
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 ２００７．１２．１６ 中山１着

２００５．２．１７生 牡３鹿 母 トウキュウアビー 母母 プリンセスアビー ２戦２勝 賞金 １７，４２０，０００円
〔出走取消〕 スターダム号は，疾病〔左前踏創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エナジーワイルド号は，平成２０年２月５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エスペシアル号
※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。



０００１０ １月５日 晴 良 （２０中山１）第１日 第１０競走
中山競馬場開設８０周年記念

��
��１，８００�

は つ ひ で

初日の出ステークス
発走１４時５０分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．１．６以降１９．１２．２３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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２３ レオエンペラー 牡４鹿 ５５ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 門別 若林 武雄 ４９８＋ ２１：５２．３ ５．０�

１２ メイショウゲンスイ 牡４鹿 ５５ 後藤 浩輝松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５０２－ ６１：５２．４クビ ９．０�
３５ フィールドオアシス 牡５鹿 ５６ 柴田 善臣吉田 照哉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：５２．５� ９．７�
３６ アグネスネクタル 牡５黒鹿５７ 松岡 正海渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５２０± ０ 〃 ハナ ５．１�
７１３� エーシンピーシー 牡４芦 ５５ 蛯名 正義平井 宏承氏 久保田貴士 米 Winches-

ter Farm ４８０＋ ２１：５２．７１� ５．３�
５１０ ベ ル ー ガ 牡７鹿 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ４１：５３．０２ ２０．３	
６１１ イ セ ノ イ チ 牡１０黒鹿５５ 村田 一誠大橋 堯格氏 大橋 勇樹 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９６± ０ 〃 アタマ ２２．１

６１２ ゼンノコーラル 牡７鹿 ５５ 的場 勇人大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４９２± ０１：５３．１クビ ３３．３�
５９ ランダムシード 牡６黒鹿５５ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 静内 畠山牧場 ４９６± ０ 〃 クビ ２２．５�
１１ シーサンダー 牡６鹿 ５４ 鮫島 良太藤田 宗平氏 藤沢 則雄 浦河 野村 正 ５１２－ ２１：５３．２	 １２３．４
４７ コウエイノホシ 牡５栗 ５５ 吉田 隼人伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４９４－ ８１：５３．９４ １３．２�
２４ ラバグルート 牡７栗 ５３ 武士沢友治 �サンデーレーシング 平田 修 早来 ノーザンファーム ４６２－ ６ 〃 ハナ １７５．６�
８１６ ク リ ー ン 牡４鹿 ５６ 横山 典弘小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ５８０＋ ４ 〃 アタマ １７．０�
８１５ キングトップガン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ４９８－ ４１：５４．０クビ ７．９�
４８ スズカジョリーズ 牡８鹿 ５４ 安藤 光彰永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ５１０＋ ８１：５４．２１� ２０１．７�
７１４ チザルピーノ 牡７鹿 ５４ 左海 誠二金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム B５３２＋１６１：５５．６９ ７４．５�
（船橋）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，８６８，０００円 複勝： ７３，３７８，０００円 枠連： ８４，５８８，２００円

普通馬連： ３５６，５３３，７００円 馬単： １９８，９０６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ７３，８７２，７００円

３連複： ３０７，１８９，３００円 ３連単： ６７０，７８４，０００円 計： １，８１４，１１９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２１０円 � ２８０円 � ２７０円 枠 連（１－２） ２，１５０円

普通馬連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ３，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ９４０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ７，２３０円 ３ 連 単 ��� ３４，０００円

票 数

単勝票数 計 ４８８６８０ 的中 � ７７６１３（１番人気）
複勝票数 計 ７３３７８０ 的中 � １００２９５（２番人気）� ６５５００（６番人気）� ７１５４３（４番人気）
枠連票数 計 ８４５８８２ 的中 （１－２） ２９０７０（１２番人気）
普通馬連票数 計３５６５３３７ 的中 �� １２２９４５（６番人気）
馬単票数 計１９８９０６０ 的中 �� ３７４１３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７３８７２７ 的中 �� ２０９６９（６番人気）�� １９６６１（８番人気）�� １２４４４（２０番人気）
３連複票数 計３０７１８９３ 的中 ��� ３１３７１（２１番人気）
３連単票数 計６７０７８４０ 的中 ��� １４５６０（７９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１２．７―１３．１―１２．７―１２．２―１２．１―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．９―５０．０―１：０２．７―１：１４．９―１：２７．０―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．４
１
３
２，９（３，１６）（１，１５）（４，１３）（５，８）１４（６，７）１１－１０－１２・（２，９，１６，１５，１３）３，５（４，７）（１，６，８，１４）（１１，１０）１２

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

勝馬の
紹 介

レオエンペラー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サウスアトランテイツク デビュー ２００６．８．６ 新潟９着

２００４．３．２５生 牡４鹿 母 コクトビューティー 母母 シルクエンゼル ９戦４勝 賞金 ４７，７７５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２１頭 ウルフボーイ号・ゴッドセンド号・コンプレッソ号・ゴールドマイン号・サーチエネミー号・ジュークジョイント号・

ストラディヴァリオ号・スプリングヘッド号・ダイショウジェット号・トラストセレビー号・ナナヨーヒマワリ号・
パピヨンシチー号・パラダイスリヴァー号・フサイチウィード号・ブラックランナー号・ペディクラリス号・
マイネルテセウス号・モチ号・ヤマタケゴールデン号・ラピッドオレンジ号・リオサンバシチー号

※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。



０００１１ １月５日 晴 良 （２０中山１）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�第５７回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右）

４歳以上，１９．１．６以降１９．１２．２３まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
日刊スポーツ新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ４３，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，５００，０００円 ４，３００，０００円
付 加 賞 ６５１，０００円 １８６，０００円 ９３，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

７１３ アドマイヤフジ 牡６黒鹿５７．５ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５２２± ０２：００．７ ６．４�

８１５ エアシェイディ 牡７栗 ５７ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２２：０１．０１� ６．１�
２３ メイショウレガーロ 牡４黒鹿５４ 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６４＋ ６ 〃 アタマ ２４．２�
１２ シルクネクサス 牡６栗 ５６ 松岡 正海有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ５１２－ ２ 〃 クビ ９．２�
７１４ グラスボンバー 牡８黒鹿５７ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ６２：０１．１� ５０．４�
３６ サイレントプライド 牡５栗 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９２± ０２：０１．２� ３．６	
４８ アサカディフィート �１０黒鹿５７．５ 小牧 太林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５２０－ ６ 〃 クビ １６．３

５９ ヒラボクロイヤル 牡４黒鹿５４ 武 幸四郎�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 B４８２＋ ６２：０１．３� １５．９�
６１２ セ ン カ ク 牡６栗 ５３ 江田 照男中村 政勝氏 池上 昌弘 青森 明成牧場 ４９６＋１６ 〃 クビ ４０．９�
４７ ブラックタイド 牡７黒鹿５６ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム B４９４＋ ２２：０１．４クビ ２１．５
２４ トウショウナイト 牡７栗 ５８ 武士沢友治藤田 衛成氏 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５０４＋ ６ 〃 ハナ ３３．２�
５１０ ヤマニンアラバスタ 牝７芦 ５４ 柴田 善臣土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４５２＋ ２２：０１．５クビ ３６．５�
８１６ トウショウヴォイス 牡６黒鹿５３ 小林 淳一トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ３７．５�
６１１	 カオリノーブル �９鹿 ５２ 左海 誠二川畑 �司氏 萱野 浩二 青森 大須賀牧場 ５００＋ ４２：０１．６クビ ７４．１�

（船橋）

１１ フサイチホウオー 牡４鹿 ５６ 鮫島 良太関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１２± ０ 〃 クビ ９．０�
３５ 
 タイキヴァンベール 牡８芦 ５４ 吉田 隼人�大樹ファーム 田中 清隆 米 Taiki Farm ４８０＋ ６２：０１．８１� ５４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８１，７６３，６００円 複勝： １９９，５８８，４００円 枠連： ３８２，１５７，８００円

普通馬連： １，６３０，８９４，９００円 馬単： ８９５，５９８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６８，１８４，２００円

３連複： １，４４３，９３３，２００円 ３連単： ３，０８８，２７７，４００円 計： ８，０９０，３９８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２３０円 � ２１０円 � ７８０円 枠 連（７－８） １，４４０円

普通馬連 �� １，７１０円 馬 単 �� ３，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ２，６８０円 �� ２，８３０円

３ 連 複 ��� １６，９３０円 ３ 連 単 ��� ７２，８８０円

票 数

単勝票数 計１８１７６３６ 的中 � ２３５５７２（３番人気）
複勝票数 計１９９５８８４ 的中 � ２６６００９（３番人気）� ３１３７０８（２番人気）� ５６４２０（１０番人気）
枠連票数 計３８２１５７８ 的中 （７－８） ２０９７４３（５番人気）
普通馬連票数 計１６３０８９４９ 的中 �� ７４９５４６（４番人気）
馬単票数 計８９５５９８７ 的中 �� １９２７９６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２６８１８４２ 的中 �� １１１１１１（４番人気）�� ２５４８６（３１番人気）�� ２４１４８（３４番人気）
３連複票数 計１４４３９３３２ 的中 ��� ６７２２１（５０番人気）
３連単票数 計３０８８２７７４ 的中 ��� ３３３９０（２００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．８―３７．１―４９．６―１：０２．０―１：１３．９―１：２５．８―１：３７．２―１：４８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．９
１
３
３，４（２，１３）（１，６，１６）１２（５，１１，１４）（７，１５）８（９，１０）・（３，４）（２，１３）（１，６）（１２，１６，１５）（５，１４，７）（１１，９，８，１０）

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤフジ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Be My Guest デビュー ２００４．７．１１ 阪神１着

２００２．３．１生 牡６黒鹿 母 アドマイヤラピス 母母 Elevate ２１戦５勝 賞金 ２７３，１９９，０００円
〔制裁〕 グラスボンバー号の騎手勝浦正樹は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。

ヒラボクロイヤル号の騎手武幸四郎は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 オーバーカムオール号・ゴールドアグリ号・メテオバースト号
※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。



０００１２ １月５日 晴 良 （２０中山１）第１日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時００分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１２ � サウスヒューマー 牝４鹿 ５４
５２ △田中 博康南波 壽氏 高橋 祥泰 米 WinStar

Farm, LLC ４６０＋ ２１：０８．７ ６．９�

２４ コアレスソニック �５黒鹿５７ 蛯名 正義小林 昌志氏 和田 正道 門別 ビラトリファーム B４５２± ０１：０９．０１	 ２１．２�
７１３ シルクヴァルキリー 牝５鹿 ５５ 木幡 初広有限会社シルク武藤 善則 新冠 中本牧場 ４９２－ ２ 〃 ハナ ２５．５�
５９ クラシカルウィーク 牡７栗 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 田村 康仁 早来 ノーザンレーシング ４９０＋ ８ 〃 ハナ ９．６�
８１６ トウショウアタック 牡６栗 ５７ 武 幸四郎トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ １７．６�
４７ � アグネスドーン �７鹿 ５７ 安藤 光彰渡辺 孝男氏 的場 均 米 Ashford Stud B４７４＋ ８１：０９．１	 １０９．２	
１１ ノーザンスター 牝７鹿 ５５ 大庭 和弥�ターフ・スポート石栗 龍彦 三石 土田農場 ４８２－ ８１：０９．３１
 １５．２

６１２ スプリングタピアン 牝６栗 ５５ 石橋 脩加藤 春夫氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４８４＋ ２１：０９．６２ ４．２�
４８ タケデンノキボー 牡７鹿 ５７ 田中 剛武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ５１６＋ ２ 〃 クビ １１．８�
７１４� チアフルワールド 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Katherine

Elam ４９８± ０ 〃 ハナ １４．４
６１１ サクラプログレス 牡７鹿 ５７

５４ ▲小島 太一�さくらコマース小島 太 静内 谷岡牧場 ４８８＋ ６１：０９．７� ４０．２�
５１０ ワンダースター 牡４黒鹿５６ 後藤 浩輝山本 信行氏 領家 政蔵 三石 城地 清満 ５０６－ ４ 〃 ハナ ４．２�
８１５ イーサンラヴ 牝４青鹿５４ 柴山 雄一国本 勇氏 高橋 裕 門別 新井 弘幸 ４３６－１０ 〃 ハナ ２０．０�
３６ キラリダイヤモンド 牝６黒鹿 ５５

５３ △的場 勇人 �社台レースホース秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４４８－ ４ 〃 ハナ ２９．８�
３５ センザイイチグウ 牡４栗 ５６

５５ ☆大野 拓弥平岡 茂樹氏 谷原 義明 鵡川 平岡牧場 ４５４－ ４ 〃 ハナ ２１．５�
２３ � デアテンビー 牝８鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 �渡 信義 ４８４± ０１：０９．９	 １５１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，５２１，４００円 複勝： ５６，７７３，６００円 枠連： ８３，６４９，８００円

普通馬連： ２８０，９６３，１００円 馬単： １７５，６８６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，８９５，７００円

３連複： ２６１，５１６，２００円 ３連単： ５７５，１１３，３００円 計： １，５３６，１１９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ３００円 � ６２０円 � ８３０円 枠 連（１－２） ３，９４０円

普通馬連 �� ７，４３０円 馬 単 �� １４，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２００円 �� ３，２３０円 �� ７，１８０円

３ 連 複 ��� ６９，０８０円 ３ 連 単 ��� ３３２，６３０円

票 数

単勝票数 計 ４１５２１４ 的中 � ４７５７２（３番人気）
複勝票数 計 ５６７７３６ 的中 � ５７２４０（３番人気）� ２３０８３（１１番人気）� １６６１６（１４番人気）
枠連票数 計 ８３６４９８ 的中 （１－２） １５６６９（１９番人気）
普通馬連票数 計２８０９６３１ 的中 �� ２７９１７（３１番人気）
馬単票数 計１７５６８６４ 的中 �� ９１５７（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０８９５７ 的中 �� ６８９２（２７番人気）�� ４６４６（４９番人気）�� ２０６３（８１番人気）
３連複票数 計２６１５１６２ 的中 ��� ２７９４（２２８番人気）
３連単票数 計５７５１１３３ 的中 ��� １２７６（１１１２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１１．３―１１．３―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．４―３３．７―４５．０―５６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３５．０
３ ２，１３（６，１２）（１４，１５）（３，９，１１）１０（７，８，５）（１，４，１６） ４ ２，１３（９，６）（１２，１４，１５）（３，７，８，１０）（１，５，１１）（４，１６）

勝馬の
紹 介

�サウスヒューマー �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Pirate’s Bounty デビュー ２００６．８．５ 新潟３着

２００４．３．１７生 牝４鹿 母 Torchera 母母 Kaylem Ho １４戦３勝 賞金 ３７，８９０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１７頭 ヴィヴァチッシモ号・グレイトフルタイム号・コスモラヴソング号・シュルードパーソン号・ストロベリードール号・

セレスマン号・ソルジャーズソング号・ダノンムロー号・テイクザホーク号・ナイススマートワン号・
ナリタバクシン号・バルバレスコ号・ピサノデュエル号・ベルモントピノコ号・モエレフィールド号・
ヨバンマツイ号・リキアイダンディ号



（２０中山１）第１日 １月５日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９０頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５５，３１０，０００円
３，４１０，０００円
２７，１３０，０００円
２，１１０，０００円
２７，４４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，２４７，０００円
５，２１２，０００円
１，９１９，０００円

勝馬投票券売得金
５０７，１８０，４００円
６７０，５８５，２００円
９５０，０３５，４００円
３，５５８，１０２，８００円
２，３４１，７７５，２００円
７１８，１８１，５００円
３，５４９，１５８，６００円
４，８５３，１８９，６００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １７，１４８，２０８，７００円

総入場人員 ７５，１８８名 （有料入場人員 ７２，４４４名）




