
０００６１ １月２０日 晴 良 （２０中山１）第６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

１２ ソーマジック 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：１３．４ １．４�

７１４ フ ヨ ウ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 ４４８－ ８１：１３．６１� ６４．７�
５１０ アポロフラメンコ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 平野牧場 ４２８＋ ４１：１３．９１� ２９．０�
１１ トーセンビスタ 牝３栗 ５４ 小林 淳一島川 �哉氏 保田 一隆 静内 増本 良孝 ４００－ ２ 〃 クビ ４５．８�
３６ マリアージュ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４３０＋ ２１：１４．０クビ ６２．０�
６１１ ドナヴィラージュ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 北星村田牧場 ４２６± ０１：１４．４２� ４．６	
８１６ スガノナイナー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広菅原光太郎氏 大和田 稔 三石 白井 吉美 ４３４－ ４１：１４．８２� ２９．３

８１５ 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 ４７０－ ４１：１５．０１� １６．５�
４７ フジマサダイヤ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠藤原 正一氏 佐々木亜良 千歳 社台ファーム ３９４＋ ２１：１５．１� ４０６．３
５９ ミヤギフェアリー 牝３栗 ５４ 柴山 雄一菅原 光博氏 笹倉 武久 新冠 北星村田牧場 ４２８± ０１：１５．３１� １１６．５�
２４ ホワイトチャーム 牝３芦 ５４ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 功 門別 豊洋牧場 ４６６－１２１：１５．４� ２０１．１�
４８ アメイジングレイス 牝３青 ５４

５１ ▲草野 太郎田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：１５．５クビ １２．７�
７１３ トウカイオペラ 牝３鹿 ５４ 横山 義行内村 正則氏 成島 英春 門別 碧雲牧場 ４３２＋ ４１：１５．７１� ２７６．２�
３５ ミススターリング 牝３鹿 ５４ 田面木博公 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 蛯名 信広 浦河 鮫川牧場 ４５４＋１４１：１５．８� ３５３．５�
２３ スウェプトスルー 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 武 牧場 ４４２－ ２１：１６．０１� ７２．４�
６１２ シ ャ イ ナ コ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ３７４－１０１：１６．２１� ３５２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，５８３，５００円 複勝： ６１，９５４，５００円 枠連： ２５，４６９，５００円

普通馬連： ８４，３１６，０００円 馬単： ９６，４９５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９３６，８００円

３連複： １２７，２１３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４４９，９７０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ８４０円 � ４００円 枠 連（１－７） ２，６００円

普通馬連 �� ２，６８０円 馬 単 �� ３，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１１０円 �� ４６０円 �� ６，０１０円

３ 連 複 ��� ８，７７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７５８３５ 的中 � １６２７９０（１番人気）
複勝票数 計 ６１９５４５ 的中 � ４４１９２８（１番人気）� ６４０４（９番人気）� １５２６９（５番人気）
枠連票数 計 ２５４６９５ 的中 （１－７） ７２３７（８番人気）
普通馬連票数 計 ８４３１６０ 的中 �� ２３２５３（７番人気）
馬単票数 計 ９６４９５８ 的中 �� ２１１１２（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９３６８ 的中 �� ５８９４（１３番人気）�� １５７５４（４番人気）�� １０２３（３６番人気）
３連複票数 計１２７２１３９ 的中 ��� １０７１５（２７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．１―１３．０―１２．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３５．２―４８．２―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソーマジック �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Fairy King デビュー ２００７．１１．１７ 東京３着

２００５．２．５生 牝３鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００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 ニシノアンジェラ号



０００６２ １月２０日 晴 良 （２０中山１）第６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）

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

４７ ジャガージャック 牡３鹿 ５６ 松岡 正海ディアレスト 斎藤 誠 浦河 向別牧場 ４９２＋１０１：５８．２ ２．７�

３４ メジロティモン 牡３栗 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１２＋ ４１：５８．７３ ３．６�
６１０ コ イ タ ロ ウ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ４６２＋１２ 〃 アタマ １５．７�
５９ 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 ５０２－ ４１：５９．２３ ３．９�
８１５ アイディリック 牡３鹿 ５６ 田中 勝春加藤 徹氏 清水 利章 静内 キヨミネ牧場 ４５４－ ６１：５９．４１ １３．０�
３５ ダイワウィーク 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 B５０２＋ ８ 〃 クビ ５５．２�
４６ マイネルフォルザ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 惣田 英幸 ４９４＋１０１：５９．８２� ５０．８

１１ サチノスクランブル 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹佐藤 幸彦氏 嶋田 潤 門別 中村牧場 ４８８＋１０１：５９．９� ４９．０�
２２ エネルアルファ 牝３芦 ５４

５３ ☆田中 博康鈴木 康弘氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ４６６± ０２：００．０� １７５．０�
８１４ トラストミツル 牡３栗 ５６ 吉田 隼人菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 B５１６± ０ 〃 クビ １４．７
５８ ア ラ ム ー 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥	富美男企画 的場 均 三石 三石橋本牧場 ４３６－ ２２：００．５３ ２９６．５�
６１１ イナズマステルス 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥小泉 賢悟氏 高木 登 新冠 小泉牧場 ４３６－ ２２：０１．５６ ２０９．８�
７１２ ミキノマカオ 牡３栗 ５６ 武士沢友治谷口 久和氏 保田 一隆 三石 藤井 益美 ５０４＋ ６２：０１．８２ ２２．１�
７１３ グランドオーク 牡３鹿 ５６ 横山 典弘�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 B４５６± ０２：０１．９� ６３．９�
２３ トラブルメーカー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩��昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 ５０８＋２６２：０２．８５ １４６．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，５７８，３００円 複勝： ２４，３７７，０００円 枠連： ２３，５２９，０００円

普通馬連： ８５，４１０，９００円 馬単： ７５，４８０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，４２２，４００円

３連複： １１２，７４１，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３６７，５４０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ３７０円 枠 連（３－４） ５００円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ７５０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ３，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０５７８３ 的中 � ６０４８３（１番人気）
複勝票数 計 ２４３７７０ 的中 � ６０９３６（１番人気）� ４３５５２（３番人気）� １２２９５（７番人気）
枠連票数 計 ２３５２９０ 的中 （３－４） ３５４１１（１番人気）
普通馬連票数 計 ８５４１０９ 的中 �� １１３００１（２番人気）
馬単票数 計 ７５４８０９ 的中 �� ５００２２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５４２２４ 的中 �� ２７９２３（２番人気）�� ７８０６（８番人気）�� ４７５９（１５番人気）
３連複票数 計１１２７４１９ 的中 ��� ２４５７７（１１番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．２―１３．０―１４．０―１４．１―１２．４―１３．２―１３．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．８―３７．８―５１．８―１：０５．９―１：１８．３―１：３１．５―１：４４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ジャガージャック �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００７．１２．８ 中山３着

２００５．５．２０生 牡３鹿 母 マ イ リ リ ー 母母 ラドンナリリー ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円



０００６３ １月２０日 晴 良 （２０中山１）第６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）

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

２４ 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 ４５０－ ６１：１３．８ ３．０�

７１４ アクセプトアゲン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 静内 三木田 明仁 ４９０＋１０１：１４．０１� ８．０�
６１１ ケイエムチャンス 牡３栗 ５６ 江田 照男小平 学氏 矢野 照正 門別 高橋牧場 ４７２ ―１：１４．７４ １１．５�
３５ ホウリイキッド 牡３鹿 ５６ 田中 剛植田 忠司氏 嶋田 潤 青森 中山 雅信 ４８０＋ ８１：１４．８� ４．６�
５１０ エミネムシチー 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４５２＋ ２１：１４．９� ９３．２�
４７ シトラスサン 牡３青鹿５６ 柴田 善臣井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ４９０＋１６１：１５．０クビ ３５．４�
５９ ラブエッセンス 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康ディアレスト 秋山 雅一 三石 水丸牧場 ４６４± ０１：１５．１� １５．４	
４８ クリーンドンダケ 牡３鹿 ５６ 田面木博公石橋 和夫氏 蛯名 信広 新冠 辻 和明 ４７４ ―１：１５．２クビ ３０．６

７１３ ケイアイサンダー 牡３黒鹿５６ 石橋 脩 �啓愛義肢材料販売所 伊藤 圭三 門別 山際 辰夫 B４８０＋ ４ 〃 ハナ ３１．６�
６１２ ハイブリッドスター 牡３鹿 ５６ 村田 一誠杉山 忠国氏 尾形 充弘 追分 追分ファーム ４５８＋ ４１：１５．４１ ４６．６�
３６ ベストカップル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎大山商事 坂本 勝美 様似 清水スタッド ５０６＋ ４１：１５．６１� ３１．２�
１２ ダンツシーキング 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹山元 哲二氏 鈴木 勝美 様似 中村 勝則 ４４０＋ ２ 〃 ハナ ４．７�
１１ ノースオブグリーン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義石瀬 浩三氏 嶋田 功 鵡川 片山 幹雄 ４５２＋ ４１：１６．１３ ８５．１�
２３ バトルウィン 牡３芦 ５６ 穂苅 寿彦キャピタルクラブ 和田 正道 三石 前川牧場 B５４０＋１０１：１６．２� ２０３．６�
８１６ メイプルマリチャン 牝３青鹿５４ 田中 勝春節 英司氏 星野 忍 三石 本桐牧場 ５２２± ０１：１７．３７ ２５．３�
８１５ コアレスミラクル 牡３鹿 ５６ 武士沢友治小林 昌志氏 �田 研二 平取 コアレススタッド B４２６＋ ２ （競走中止） ４３２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１８４，７００円 複勝： ２９，５２０，１００円 枠連： ２５，９８１，５００円

普通馬連： ９０，２７３，２００円 馬単： ７９，３１５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４５４，４００円

３連複： １２０，６１０，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３９２，３３９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � ２４０円 � ２９０円 枠 連（２－７） ６５０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ６３０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ４，１７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２１８４７ 的中 � ５９４４１（１番人気）
複勝票数 計 ２９５２０１ 的中 � ８４４８７（１番人気）� ２７９６３（４番人気）� ２１０５５（５番人気）
枠連票数 計 ２５９８１５ 的中 （２－７） ２９５４４（２番人気）
普通馬連票数 計 ９０２７３２ 的中 �� ５５０１９（３番人気）
馬単票数 計 ７９３１５０ 的中 �� ３２９９８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４５４４ 的中 �� １３１１２（３番人気）�� ９７４８（６番人気）�� ４１５３（１７番人気）
３連複票数 計１２０６１０７ 的中 ��� ２１３６７（９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．６―１２．７―１３．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．９―４７．６―１：００．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ ル マ ベ ガ �
�
父 スリリングサンデー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．１２．９ 中山２着

２００５．５．２５生 牝３栗 母 アドマイヤアイリス 母母 アンシャンテ ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔発走状況〕 コアレスミラクル号は，発進不良〔枠内膠着〕。
〔競走中止〕 コアレスミラクル号は，発走合図後に発馬機内で膠着したため競走中止。
〔馬の出走停止〕 コアレスミラクル号は，平成２０年１月２１日から裁定委員会の議定があるまで出走停止。
※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） ６頭 セイウンダイチ号・タカミツベガ号・トウショウヒート号・ホクレアビーチ号・リアルパラダイス号・

リュウセイグン号
（非抽選馬） ２頭 ヴァンリュミエール号・ライムライトシチー号



０００６４ １月２０日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０中山１）第６日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５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

５７ ゴールデンシャイン 牡４鹿 ５９ 西谷 誠�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４７４－１０３：１６．９ ４．６�

５８ オープンガーデン 牡４鹿 ５９ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４８０－ ４３：１７．３２� ９３．７�
１１ ヘンリーゴンドーフ �４栗 ５９ 宗像 徹 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０－１０３：１７．９３� ８．４�
７１２ ドングレイシー 牡６栗 ６０ 林 満明山田 貢一氏 崎山 博樹 浦河 �原 敏明 ５１２＋１０３：１８．３２� ２５．３�
７１１ ジ ュ レ ッ プ �７鹿 ６０ 横山 義行 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ４ 〃 アタマ ３．３	
８１３ カズノダンシング 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦�中山牧場 杉浦 宏昭 浦河 中山牧場 ４９４＋ ４３：１８．５１� ７．６

８１４� アタゴハヤブサ 牡５黒鹿６０ 田中 剛坪野谷和平氏 中野 栄治 浦河 鵜木 唯義 ４８６± ０ 〃 クビ １２．９�
４５ チェスナットマン 牡４栗 ５９ 黒岩 悠猪野毛雅人氏 高橋 隆 三石 猪野毛牧場 ４８６＋１０３：１９．１３� ３３．６�
３３ ワンモアスエルテ 牡４鹿 ５９ 石神 深一松井 一三氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 秀昭 ４９６＋１０３：１９．３１ １９．６
４６ ハワイアンボーイ 牡４鹿 ５９ 高野 和馬�グランド牧場 柴田 政人 静内 グランド牧場 ４４２＋ ８３：２０．３６ ２１２．０�
２２ メジログリーン 牡９鹿 ６０ 大庭 和弥�メジロ牧場 奥平 雅士 伊達 メジロ牧場 ４９０＋ ８ 〃 クビ ５．６�
６９ シンボリロッキー �８鹿 ６０ 五十嵐雄祐和田 啓子氏 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ５２２＋ ２３：２０．４	 １７．２�
３４ 
 ハンナフレグランス 牝５黒鹿５８ 浜野谷憲尚窪田 芳郎氏 戸田 博文 米 Sharon A.

Maloney ５０６＋１０３：２３．２大差 ３６．４�
６１０ リバーウィンド �４青鹿５９ 山本 康志泉 俊二氏 柴田 政人 厚真 大川牧場 ４６０－１０３：２３．３クビ １５４．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，９９３，２００円 複勝： １７，３１２，２００円 枠連： ２３，７５０，０００円

普通馬連： ７１，０５２，０００円 馬単： ６３，３３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２４３，９００円

３連複： １０６，５４５，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３１９，２２９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２２０円 � １，４００円 � ２８０円 枠 連（５－５） ２６，４００円

普通馬連 �� ３０，５１０円 馬 単 �� ４５，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，０２０円 �� １，０１０円 �� ７，４６０円

３ 連 複 ��� １０８，１６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８９９３２ 的中 � ３３０１６（２番人気）
複勝票数 計 １７３１２２ 的中 � ２４９７１（２番人気）� ２６０４（１２番人気）� １７０８３（５番人気）
枠連票数 計 ２３７５００ 的中 （５－５） ６６４（３１番人気）
普通馬連票数 計 ７１０５２０ 的中 �� １７１９（５７番人気）
馬単票数 計 ６３３３２６ 的中 �� １０３０（１０４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２４３９ 的中 �� ５４７（６１番人気）�� ４６６９（１３番人気）�� ５８９（５９番人気）
３連複票数 計１０６５４５４ 的中 ��� ７２７（１８３番人気）

上り １マイル １：５０．６ ４F ５３．５－３F ４０．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンシャイン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００６．９．２ 札幌１２着

２００４．４．２３生 牡４鹿 母 ゴールデンコマーズ 母母 コ マ ー ズ 障害：１戦１勝 賞金 ８，５００，０００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。
（非当選馬） ２頭 スズカボーイ号・マイネルグリッツァ号
（非抽選馬） ５頭 シルクリベラル号・スガーペンタイア号・スズカザゴールド号・トウカイマジック号・トーセンエタニティ号



０００６５ １月２０日 晴 良 （２０中山１）第６日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１２ ドリームラプチャー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人セゾンレースホース� 高橋 裕 青森 伊藤牧場 ４７０＋ ４１：３５．８ ４．５�

４７ リーサムクラウン 牡３黒鹿５６ 木幡 初広平田友里恵氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ４８８＋ ２ 〃 ハナ ３．５�
３５ ヒラボクシャトル 牡３青 ５６ 後藤 浩輝�平田牧場 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５００＋１２ 〃 クビ ７．４�
４８ 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 ４８２－ ２ 〃 ハナ １２．１�
３６ エーブダヴィンチ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 三石 水上 習孝 ４４０± ０１：３６．０１� ６８．５�
８１５� コラデピーノ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹松尾 正氏 石毛 善彦 米 Samuel

M. Smith ４３６± ０１：３６．１� ３２．０�
２３ アイルビーバウンド 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 	サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４１４± ０ 〃 アタマ ３．５

７１４ モリトパラダイス 牡３芦 ５６ 柴田 善臣石橋 忠之氏 阿部 新生 三石 金舛 幸夫 ４７０＋ ２１：３６．２クビ １２．１�
１１ クリームパフ 牝３黒鹿５４ 江田 照男�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４４０＋１２１：３６．４１� ６２．６�
７１３ ダイワデューク 牡３栗 ５６ 田中 勝春大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ４４０＋１０１：３６．７１	 ４２．９
６１２ トーセンスウィング 牡３芦 ５６ 武士沢友治島川 �哉氏 中島 敏文 静内 小倉 光博 ４７６＋２０１：３６．８� １１５．２�
２４ ガイアフルフィール 牝３鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎斎木 隆男氏 清水 英克 三石 白井 吉美 ４２４＋ ４１：３７．２２� ２３１．４�
５１０� フ ラ ラ イ ン 牝３栗 ５４ 松岡 正海吉澤 克己氏 手塚 貴久 米 Charles

Nuckols III ４６６－ ４１：３７．４１� １８．１�
８１６ ツクバプリティ 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康荻原 昭二氏 高橋 祥泰 門別 ヤナガワ牧場 ４３２＋１０１：３７．６１ １９５．３�
５９ アルペングラス 牡３鹿 ５６ 小野 次郎泉 俊二氏 柴田 政人 新冠 ハシモトフアーム B４５０＋ ２ 〃 クビ ３３３．５�
６１１ セントラルジョイ 
３栗 ５６ 小林 淳一玉井 英夫氏 岩城 博俊 門別 鹿戸 正幸 ４４４－１０ 〃 ハナ ４５１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，９５１，８００円 複勝： ４１，１９４，４００円 枠連： ３０，９１２，２００円

普通馬連： １１５，９０８，４００円 馬単： １００，９８５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，２８４，１００円

３連複： １５５，４８５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ５０３，７２１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（１－４） ５９０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ６５０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６９５１８ 的中 � ４８１０１（３番人気）
複勝票数 計 ４１１９４４ 的中 � ６６４９１（３番人気）� ８５０７８（１番人気）� ４８１５４（４番人気）
枠連票数 計 ３０９１２２ 的中 （１－４） ３８８０６（２番人気）
普通馬連票数 計１１５９０８４ 的中 �� ９６０２９（２番人気）
馬単票数 計１００９８５６ 的中 �� ３８２７４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２２８４１ 的中 �� ２２２１４（２番人気）�� １１７００（１０番人気）�� １４９１３（４番人気）
３連複票数 計１５５４８５０ 的中 ��� ５５４０３（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．１―４７．１―５９．２―１：１１．３―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．６

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

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

ドリームラプチャー �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Dehere デビュー ２００７．８．１２ 新潟７着

２００５．４．９生 牡３鹿 母 イブキカグラザカ 母母 ジャストビーミング ９戦１勝 賞金 １１，７５０，０００円
〔発走状況〕 アルペングラス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アルペングラス号は，発走調教再審査。



０００６６ １月２０日 晴 良 （２０中山１）第６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）

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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７１３ フサイチユニコーン 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝関口 房朗氏 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５０２ ―１：５９．５ １．６�

６１１ ジャスミンローズ 牝３鹿 ５４
５３ ☆田中 博康吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５２２ ―１：５９．６� ３２．４�

２４ トーホウロサード 牝３黒鹿５４ 江田 照男東豊物産� 中川 公成 新冠 ハシモトフアーム ４６０ ―１：５９．９２ ９６．６�
５１０ ハセハリドワール 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一ニットー商事� 菊川 正達 浦河 小倉牧場 ４６４ ―２：００．０クビ ３２．９�
８１６ レッドウッド 牝３栗 ５４ 柴田 善臣野口 弘司氏 菊川 正達 新冠 竹中牧場 ４８６ ―２：００．１� １０．３�
３５ グランドスカイハイ 牝３鹿 ５４ 小野 次郎�グランド牧場 小林 常泰 静内 グランド牧場 ４５６ ―２：００．３１� １１２．８	
３６ シセイハルカ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広猪苗代 勇氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４３０ ―２：００．７２� ７１．９

４７ レディハニー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 久保田貴士 三石 ケイアイファーム ４５６ ―２：００．９１ ９．０�
１２ ヒシアリアケ 牝３青 ５４ 松岡 正海阿部雅一郎氏 手塚 貴久 門別 シンボリ牧場 ５１８ ―２：０１．０� １０．８�
２３ ベルモントボニータ 牝３鹿 ５４ 石神 深一 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４９４ ― 〃 ハナ １６４．８
５９ ナ ナ ツ ダ チ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 ４９６ ―２：０１．２１� ８．４�
４８ メイシーズパレード 牝３青鹿５４ 吉田 隼人西見 徹也氏 小島 茂之 門別 下河辺牧場 ４３８ ― 〃 ハナ １８．５�
６１２ デザートイーグル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎北洋レーシング 坂本 勝美 浦河 岡本 昌市 ４３８ ―２：０２．５８ ８０．０�
７１４ ダイワルビー 牝３栗 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 三石 幌村牧場 B４９０ ―２：０３．５６ １１２．３�
８１５ ケイビイロマン 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥菊池 昭雄氏 高木 登 新冠 競優牧場 ４８８ ―２：０６．３大差 １８６．１�
１１ アサヒバイブル 牝３鹿 ５４ 小林 淳一久野 正弘氏 内藤 一雄 門別 白井牧場 ４５８ ―２：０７．６８ ６７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，２８２，０００円 複勝： ３９，３４９，８００円 枠連： ３０，９１９，４００円

普通馬連： ９０，４８０，１００円 馬単： １０４，４９２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３２３，２００円

３連複： １２２，０９９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４３９，９４６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ５７０円 � １，５７０円 枠 連（６－７） １，４００円

普通馬連 �� ２，１２０円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ２，０６０円 �� １９，１４０円

３ 連 複 ��� ５３，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６２８２０ 的中 � １３４６９３（１番人気）
複勝票数 計 ３９３４９８ 的中 � ２２００７８（１番人気）� ９３８７（７番人気）� ３０９２（１２番人気）
枠連票数 計 ３０９１９４ 的中 （６－７） １６３９８（５番人気）
普通馬連票数 計 ９０４８０１ 的中 �� ３１６２７（７番人気）
馬単票数 計１０４４９２７ 的中 �� ３１４６０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３２３２ 的中 �� ７９２６（６番人気）�� ３１２３（２０番人気）�� ３２５（８５番人気）
３連複票数 計１２２０９９４ 的中 ��� １６７２（１０６番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．１―１３．７―１４．１―１３．５―１３．５―１３．１―１３．１―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．０―３８．７―５２．８―１：０６．３―１：１９．８―１：３２．９―１：４６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F３９．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

フサイチユニコーン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Mr. Prospector 初出走

２００５．３．１１生 牝３黒鹿 母 ビューティフルジェム 母母 Jeanne Jones １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイビイロマン号・アサヒバイブル号は，平成２０年２月２０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 グランドグラッパ号・サマーシルクロード号・テイクバイストーム号



０００６７ １月２０日 晴 良 （２０中山１）第６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）

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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

６１１ ドリームウィン 牡４鹿 ５６ 小野 次郎平本 敏夫氏 根本 康広 門別 大江牧場 ４７６＋１８１：１２．０ ６４．８�

７１４� アグネスポライト 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Paul H. Busby &
Cynthia Busby ４９４± ０１：１２．４２� ２．６�

２４ アップグレーデッド 牡４芦 ５６ 加藤士津八�大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ
ファーム ４７８＋ ２１：１２．５	 ２３．１�

４８ � コスモハナコ 牝４栗 ５４ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 米 Brereton C. Jones
& Fred Trainor ４９６＋ ４１：１２．７１
 ８．４�

５１０ ロイヤルクリーク 牡４黒鹿５６ 吉田 隼人後藤 繁樹氏 秋山 雅一 浦河 中村 雅明 B４９８＋ ２１：１２．８クビ １９．４�
２３ トーセンマキシマム 牡４栗 ５６ 田中 勝春島川 �哉氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７０＋ ２ 〃 アタマ ６．８	
６１２ ロットオブカクテル 牡４黒鹿５６ 横山 典弘 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５００＋１６ 〃 クビ １２．４

３６ トーセンエックス �５栗 ５７

５６ ☆田中 博康島川 �哉氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４７８＋ ４ 〃 アタマ ２１．２�
５９ オリオンザトール 牡５鹿 ５７ 津村 明秀日浦 桂子氏 根本 康広 早来 �橋本牧場 ５５４＋ ４１：１３．１２ １３．４�
１１ � セクシーザムライ 牝４栗 ５４ 後藤 浩輝�コオロ 萱野 浩二 米 Payson

Stud Inc ４７２＋ ２１：１３．２クビ ６．８
４７ エフテーララーヤ 牝４黒鹿５４ 松岡 正海深野 茂雄氏 西塚 安夫 えりも 上島牧場 ４４４＋ ８ 〃 同着 １２．４�
１２  マ タ タ キ 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 ４７０＋２４１：１３．５１	 ２１５．８�
８１６ トラストフェリチタ 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義菅波 雅巳氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４５４－ ４ 〃 アタマ １９．５�
３５  ラホールフォート 牡５鹿 ５７ 江田 照男 �キャロットファーム 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ４１：１３．７１
 ２３０．７�
７１３ アスカスマイル 牝５鹿 ５５ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 石原牧場 ４６６＋１０１：１５．０８ ２７３．２�
８１５ テンジンテンリュウ 牡５鹿 ５７ 小林 淳一�テンジン 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 B４８２± ０１：１５．３１	 ２８０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，３４１，６００円 複勝： ４０，８９８，８００円 枠連： ３８，２１９，１００円

普通馬連： １３９，３２４，５００円 馬単： １０７，１２３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，３０４，７００円

３連複： １７２，４８４，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５５９，６９６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，４８０円 複 勝 � １，０７０円 � １２０円 � ４９０円 枠 連（６－７） １，２５０円

普通馬連 �� ７，０７０円 馬 単 �� ２６，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４３０円 �� １２，５７０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ３１，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６３４１６ 的中 � ３２０５（１２番人気）
複勝票数 計 ４０８９８８ 的中 � ６５５７（１２番人気）� １４８８４４（１番人気）� １５８３９（１０番人気）
枠連票数 計 ３８２１９１ 的中 （６－７） ２２６２２（５番人気）
普通馬連票数 計１３９３２４５ 的中 �� １４５５３（２５番人気）
馬単票数 計１０７１２３２ 的中 �� ３０３６（８２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５３０４７ 的中 �� ３５３２（３３番人気）�� ６６６（６８番人気）�� １０７９２（８番人気）
３連複票数 計１７２４８４１ 的中 ��� ４０６２（９５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．２―１２．３―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．１―４６．４―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームウィン �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 Housebuster デビュー ２００６．１０．８ 東京２着

２００４．３．２１生 牡４鹿 母 ウエスタンバスター 母母 Pudical ７戦２勝 賞金 １７，２５０，０００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） ３頭 キングエルドラド号・シルクフラッグ号・ムーンボー号
（非抽選馬） １頭 アンダンテシチー号



０００６８ １月２０日 晴 良 （２０中山１）第６日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０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

１１ マグマカザン 牡４栗 ５６ 田中 勝春廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 小倉牧場 ４９０＋ ８１：５５．８ １８．９�

１２ ウザンホマレオー 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣棚網 基己氏 大江原 哲 門別 佐々木 康治 ４７０－１０ 〃 アタマ ５．０�
３６ ワインアドバイザー 牡５青鹿５７ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B４７２－ ２１：５６．１１� ４．７�
４８ エルベンセドール 牡４鹿 ５６ 石橋 脩伊達 敏明氏 柴田 政人 門別 サンシャイン

牧場 ４９６＋２０１：５６．４１� １６．７�
８１６ ゲンパチタキオン 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義平野 武志氏 中川 公成 浦河 信岡牧場 ５４６＋ ２１：５６．５� １２．１�
７１３� サムシンググッド 牡５栗 ５７ 吉田 隼人 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６１：５６．６クビ １３．３�
７１４ ノゾミヒカル 	４栗 ５６ 後藤 浩輝	富士開発 後藤 由之 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４７２＋ ８１：５６．７� ２７．１

６１２
 マックスバラード 牡４鹿 ５６ 横山 典弘田所 英子氏 伊藤 正徳 愛 Barronstown Stud

and Orpendale ４９０＋ ２１：５６．８クビ ２．５�
５９ コスミックスピード 牡４黒鹿５６ 勝浦 正樹池谷 誠一氏 本間 忍 新冠 新冠橋本牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ ３０．２�
２３ � モルフェマイハート 牡４栗 ５６ 小林 淳一並河賢一郎氏 清水 英克 平取 高橋 幸男 ４９２＋ ２１：５７．１１� ３１４．６
５１０ ダイワモナーク 牡４鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 早来 ノーザンファーム B４９０＋１４１：５７．２� １５５．７�
３５ � ロンシャンステージ 牡４芦 ５６ 北村 宏司前田 榮生氏 二本柳俊一 青森 競馬牧場 ４５２＋ ４１：５７．３� １５８．７�
８１５ トーセンスマッシュ 牝４栗 ５４ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 三石 ヒサイファーム ４５４＋１２１：５７．６１� ８２．６�
６１１ ニシノツキカゲ 牡８鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 B４９４＋１０１：５８．４５ ５６．２�
２４ ハバネロキャット 牝５鹿 ５５ 田中 剛 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 潤 静内 岡田牧場 B４４６＋１８１：５８．６１� ３５．９�
４７ キングブライト 牡４鹿 ５６ 江田 照男浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド B４８０＋１８１：５９．４５ ４７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，８９７，７００円 複勝： ３３，１６８，４００円 枠連： ４０，２２５，３００円

普通馬連： １３２，８４２，２００円 馬単： １０７，６２７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，００２，５００円

３連複： １６４，７００，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５４１，４６３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８９０円 複 勝 � ３１０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（１－１） ４，３４０円

普通馬連 �� ４，３２０円 馬 単 �� ９，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� １，２５０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ５，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８８９７７ 的中 � １２０７０（７番人気）
複勝票数 計 ３３１６８４ 的中 � ２２４７１（６番人気）� ５５８０１（３番人気）� ６０８６８（２番人気）
枠連票数 計 ４０２２５３ 的中 （１－１） ６８４１（１６番人気）
普通馬連票数 計１３２８４２２ 的中 �� ２２７４２（１７番人気）
馬単票数 計１０７６２７１ 的中 �� ８０６６（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４００２５ 的中 �� ５６７７（１７番人気）�� ６３９２（１５番人気）�� ２２３４３（３番人気）
３連複票数 計１６４７００１ 的中 ��� ２２７６２（１３番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１２．７―１２．８―１２．６―１２．８―１２．９―１３．２―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３７．４―５０．２―１：０２．８―１：１５．６―１：２８．５―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F４０．２
１
３
８（６，１４，１２）１（１０，１１）２，９（５，４，１３，１５）－１６－７，３・（８，６）１４（１，１２）（１１，１０，４）（２，９）（５，１３）１５－（３，１６）７

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

勝馬の
紹 介

マグマカザン �
�
父 キンググローリアス �

�
母父 Marju デビュー ２００７．５．２０ 東京４着

２００４．３．１７生 牡４栗 母 ハニーウィラブユー 母母 Pasadena Lady ７戦２勝 賞金 １５，１５０，０００円
〔制裁〕 ワインアドバイザー号の騎手津村明秀は，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７０，０００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 レイトスプリング号
（非抽選馬） ２頭 クラッカージャック号・ヤクモキャット号



０００６９ １月２０日 晴 良 （２０中山１）第６日 第９競走 ��
��１，２００�

は つ は る

初 春 賞
発走１４時２５分 （ダート・右）

４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
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 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１３ ウィズインシーズ 牡５鹿 ５７ 小坂 忠士内藤 耕造氏 境 直行 静内 富岡 廣光 ５３２－ ２１：１１．４ ３．３�

７１４ リボンノキシ 牝４青 ５４ 吉田 隼人森岡 一郎氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４５４＋ ４１：１１．５� ７．４�
１２ ファルカタリア 牡４栗 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５１４＋１０１：１１．６クビ ２．９�
５９ トーセンラヴ 牡６黒鹿５７ 金子 光希島川 �哉氏 斎藤 宏 三石 仲野牧場 ４７２－ ２１：１２．０２� ４９．９�
６１１ ジェイケイボストン 	５黒鹿５７ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５２２＋ ２１：１２．２１� １３．２�
３６ ダンシングホーク 牡９黒鹿５７ 伊藤 直人�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 B５２６－ ２１：１２．３クビ ２６１．０	
３５ 
 ケイアイカールトン 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝亀田 守弘氏 松山 康久 米

H. J. Hendricks,
Roger Justice &
Rick Littrell

５１２＋ ２１：１２．５１� ９．５

２４ シャイニングムーン 牝６鹿 ５５ 小野 次郎飯田 政子氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ４８４－ ８ 〃 クビ ６６．６�
６１２ シルクプラチナム 牡５芦 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５２６＋ ２ 〃 アタマ ２３．３�
５１０ スキマチェリー 牡４栗 ５６ 武士沢友治チエリー商事 嶋田 功 三石 嶋田牧場 ５０２＋ ２ 〃 ハナ １２３．９�
１１ シルクエレメント 牡７鹿 ５７ 小林 淳一有限会社シルク谷原 義明 新冠 早田牧場新

冠支場 B５０６－ ４１：１２．６クビ １７４．２�
４７ アドマイヤベッカム 牡７栗 ５７ 村田 一誠近藤 利一氏 河野 通文 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ４１：１２．７� ２２．５�
２３ ブルーカーディナル 牡４青鹿５６ 吉田 豊 �ブルーマネジメント佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 ５１４－ ２１：１３．０１� ２２．０�
８１５ カイテキネオ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一国本 勇氏 西塚 安夫 門別 前川 義則 ４５８－１０ 〃 アタマ ３２．８�
８１６� マ ル タ ラ ヴ 牡６鹿 ５７ 矢原 洋一松浦 太郎氏 鈴木 勝美 新冠 村上牧場 ４５８＋ ２ 〃 ハナ ２１６．０�
４８ 
 テラノフォースワン 牡４鹿 ５６ 松岡 正海寺田 寿男氏 昆 貢 米 Foxfield ５２０＋１２１：１３．１クビ １５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，１６７，６００円 複勝： ５６，５７３，８００円 枠連： ５４，６３４，３００円

普通馬連： ２１６，４９０，６００円 馬単： １３８，９２８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，４７６，０００円

３連複： １９２，８１５，２００円 ３連単： ４７７，０６９，８００円 計： １，２２８，１５５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（７－７） １，６７０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ２，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ２３０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 ��� ９，４７０円

票 数

単勝票数 計 ４０１６７６ 的中 � ９７８８６（２番人気）
複勝票数 計 ５６５７３８ 的中 � １３５７７０（２番人気）� ５０９７３（３番人気）� １３９９８７（１番人気）
枠連票数 計 ５４６３４３ 的中 （７－７） ２４１５９（７番人気）
普通馬連票数 計２１６４９０６ 的中 �� ９７７２８（４番人気）
馬単票数 計１３８９２８６ 的中 �� ３７２８４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１４７６０ 的中 �� ２３９６１（３番人気）�� ６５７８６（１番人気）�� ２４０２２（２番人気）
３連複票数 計１９２８１５２ 的中 ��� ９５９１５（２番人気）
３連単票数 計４７７０６９８ 的中 ��� ３７２０９（１３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．２―１２．０―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．８―４５．８―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィズインシーズ �
�
父 カコイーシーズ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．１０．９ 京都８着

２００３．５．１３生 牡５鹿 母 モダンガール 母母 ハ ギ ジ ヨ ー １９戦４勝 賞金 ５１，４３９，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔その他〕 ブルーカーディナル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ブルーカーディナル号は，平成２０年２月２０日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３４頭 アプローズヒーロー号・イチライタッチ号・エイワムサシ号・エーピーゴンタ号・カフェリバティー号・

グローバルボンバー号・ケイアイスパイダー号・ケンコウヘイロー号・コウジンアルス号・コペルニクス号・
サキノリュウオー号・ジェイケイセラヴィ号・ジャスミンフレイズ号・シャドウハーツ号・ジョウテンロマン号・
シルクヴァルキリー号・スマートエッジ号・ゼンノスカイブルー号・ダイショウゴードン号・ダイワインパクト号・
タカラヘリオス号・タケデンサンバ号・ダノンブライアン号・チョウカイモンド号・ディーアールボーイ号・
トワイニングイモン号・ネオナート号・ピサノベガス号・フォワードダンサー号・ブラックシャドウ号・フリーモア号・
メジロターキッシュ号・レットイットライド号・ロードウィズダム号



０００７０ １月２０日 晴 良 （２０中山１）第６日 第１０競走 ��
��２，５００�

げいしゅん

迎春ステークス
発走１５時００分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

７１０ コ ン ラ ッ ド 牡６青 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム B５１６＋ ４２：３５．３ ５．３�

２２ エフティイカロス 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義吉野 英子氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２２：３５．４クビ ４．９�
３３ マンハッタンスカイ 牡４黒鹿５６ 武 幸四郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５２０－ ８２：３５．５� ５．７�
４４ マルタカハーモニー 牡６黒鹿５７ 丹内 祐次高橋 義和氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４９２＋ ６２：３５．７１� ２７．４�
６８ ダイシンハーバー 牡５鹿 ５７ 横山 典弘大八木信行氏 松田 博資 静内 矢野牧場 ４７８＋ ２２：３５．８クビ ４．１�
７９ マイネルーチェ 牝４黒鹿５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４７４± ０ 〃 アタマ １８．１	
８１１ インテレット 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４７６－ ４２：３６．２２	 ７．６

５５ ファイトクラブ 牡８鹿 ５７ 武士沢友治臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５１６＋１０ 〃 ハナ ３７．７�
１１ トップセラー 牝６鹿 ５５ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ５３４＋１０２：３６．５１� １１．１�
６７ ビッグベアシチー 牡５栗 ５７ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 旭 牧場 ４７４± ０２：３６．９２	 １２．９
８１２
 トウカイエール 牡８青 ５７ 小林 淳一内村 正則氏 後藤 由之 平取 びらとり牧場 B４７８± ０２：３７．３２	 ５４．０�
５６ キングエクスプレス 牡６黒鹿５７ 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４８６± ０２：３８．３６ １０７．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３９，８９５，４００円 複勝： ５８，６０４，４００円 枠連： ５３，７６１，４００円

普通馬連： ２４７，５６３，６００円 馬単： １５０，４４４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，８６６，４００円

３連複： ２１０，１７６，３００円 ３連単： ５１６，６８４，２００円 計： １，３２８，９９６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（２－７） １，３１０円

普通馬連 �� １，５９０円 馬 単 �� ３，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ６５０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，７４０円 ３ 連 単 ��� １３，６９０円

票 数

単勝票数 計 ３９８９５４ 的中 � ５９４６３（３番人気）
複勝票数 計 ５８６０４４ 的中 � ８５８６０（４番人気）� ９０５５１（２番人気）� ８６７９４（３番人気）
枠連票数 計 ５３７６１４ 的中 （２－７） ３０４４６（６番人気）
普通馬連票数 計２４７５６３６ 的中 �� １１５３９０（５番人気）
馬単票数 計１５０４４４３ 的中 �� ３６４３５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１８６６４ 的中 �� １９５２１（７番人気）�� １９７２９（６番人気）�� ２５０２４（３番人気）
３連複票数 計２１０１７６３ 的中 ��� ５６７１５（４番人気）
３連単票数 計５１６６８４２ 的中 ��� ２７８６４（１９番人気）

ハロンタイム ７．５―１１．２―１２．５―１２．２―１２．６―１３．９―１２．６―１３．２―１１．４―１１．９―１２．３―１１．８―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．５―１８．７―３１．２―４３．４―５６．０―１：０９．９―１：２２．５―１：３５．７―１：４７．１―１：５９．０―２：１１．３―２：２３．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コ ン ラ ッ ド �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Nureyev デビュー ２００４．１１．１３ 東京２着

２００２．５．４生 牡６青 母 ダンシングアウンティー 母母 Aunt Carol １７戦４勝 賞金 ８３，０７１，０００円
※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 コスモテナシャス号・ドクターグリム号・ニュービギニング号・ネヴァキングダム号・ワンダードリーム号



０００７１ １月２０日 晴 良 （２０中山１）第６日 第１１競走 ��
��２，０００�第４８回京 成 杯（ＪｐｎⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金２，０００万円以上
の馬１�増

京成電鉄株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００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

６１１ マイネルチャールズ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �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 ４５６－ ２２：０２．９ ４．２�

３５ ベンチャーナイン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ３８．８�
８１５ 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 ４９０－ ２２：０３．０クビ ６．０�
７１３ リトルアマポーラ 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎 �社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ２２：０３．１� ４．６�
２３ ダンツウィニング 牡３鹿 ５６ 江田 照男山元 哲二氏 山内 研二 新冠 森 牧場 ５２４± ０ 〃 クビ １３．３�
４７ ニシノシュテルン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西山 茂行氏 河野 通文 鵡川 西山牧場 ４８２＋ ６２：０３．３１� ６６．０	
８１６ マイネルファルケ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５１２＋ ２ 〃 クビ １１．２

７１４ ステルスソニック 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義細谷 典幸氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ６２：０３．４� ５．６�
５９ シングンリターンズ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４３４－１０２：０３．６１� １４１．０�
５１０ ド ッ ト コ ム 牡３鹿 ５６ 横山 典弘青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７８－ ４２：０３．８１� １２．１
４８ ゴールドストレイン 牡３黒鹿５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋１４２：０３．９� ２３．９�
１１ ランチボックス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 矢野牧場 ５００＋ ８２：０４．１１� ２３．３�
３６ ショウナンアクロス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ４ 〃 クビ ２９．４�
１２ 	 モエレヘイセイ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人田口 廣氏 坂本 勝美 三石 松本牧場 ４６６＋ ２２：０４．５２� ２０１．９�
６１２
 プラチナメーン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ４８４－ ４２：０６．２大差 ３６．１�
２４ 
 アポロマハル 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米

Patchen Wilkes
Farm, LLC & Hopew-
ell Investments

B４９２± ０ （競走中止） ７０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２５，０６８，６００円 複勝： １６２，５９０，７００円 枠連： １９１，１７１，０００円

普通馬連： ９５５，１０８，７００円 馬単： ５５３，５７１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７２，８１０，７００円

３連複： ８５３，１００，８００円 ３連単： １，９１４，２９４，０００円 計： ４，９２７，７１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １５０円 � ７２０円 � ２１０円 枠 連（３－６） ２，８３０円

普通馬連 �� ８，３８０円 馬 単 �� １３，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１７０円 �� ４００円 �� ２，８００円

３ 連 複 ��� １２，８００円 ３ 連 単 ��� ８６，８７０円

票 数

単勝票数 計１２５０６８６ 的中 � ２３５０１３（１番人気）
複勝票数 計１６２５９０７ 的中 � ３９４６１３（１番人気）� ４１６２５（１０番人気）� ２０９１３０（３番人気）
枠連票数 計１９１１７１０ 的中 （３－６） ４９９３６（１２番人気）
普通馬連票数 計９５５１０８７ 的中 �� ８４１６７（２９番人気）
馬単票数 計５５３５７１３ 的中 �� ３１０９６（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７２８１０７ 的中 �� １８５１０（２７番人気）�� １２０８０１（１番人気）�� １４２２４（３５番人気）
３連複票数 計８５３１００８ 的中 ��� ４９２１３（４０番人気）
３連単票数 計１９１４２９４０ 的中 ��� １６２６４（２５６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１２．６―１２．０―１３．０―１２．６―１２．９―１２．０―１２．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．２―３５．８―４７．８―１：００．８―１：１３．４―１：２６．３―１：３８．３―１：５０．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルチャールズ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Zabeel デビュー ２００７．１０．２０ 東京４着

２００５．４．２７生 牡３黒鹿 母 マイネプリテンダー 母母 Giladah ５戦３勝 賞金 ６７，０５０，０００円
〔競走中止〕 アポロマハル号は，競走中に疾病〔右中手骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 モエレカトリーナ号



０００７２ １月２０日 晴 良 （２０中山１）第６日 第１２競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

２４ キャッチータイトル 牝５栗 ５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２２：０２．１ ７．１�

３５ トーセンジョーカー 牡５栗 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 ４５８＋ ２２：０２．５２� １２．８�
８１５ ダノンジュンコウ 牡４栗 ５６ 松岡 正海�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ５２０＋１８２：０２．６� ４．９�
２３ スーパーキャノン 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣星野 壽市氏 高松 邦男 様似 瀬口 信正 B４８０＋ ６２：０２．７クビ ５．８�
１１ � レフィナーダ 牝８鹿 ５５ 北村 宏司広尾レース� 藤沢 和雄 静内 タイヘイ牧場 B４６４＋ ６ 〃 ハナ ２０．１	
７１３ フレンチクルーラー 牡６鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９６－ ４ 〃 ハナ ２１．０

７１４� セプターレイン 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一 �社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４６６＋ ２２：０２．９１� ５．８�
６１１ シルクダッシュ 牡７鹿 ５７ 伊藤 直人有限会社シルク斎藤 誠 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９８＋ ４２：０３．０� １５．５�
１２ シルクチャンピオン 牡８鹿 ５７ 石橋 脩有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９０＋ ６ 〃 ハナ ９１．２
５１０ マジックビクトリア 牝４鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４５８＋ ６ 〃 クビ ４３．９�
４７ フェニコーン 牡４黒鹿５６ 田中 勝春齊藤四方司氏 河野 通文 門別 下河辺牧場 ５０８＋ ２２：０３．６３� ６．２�
３６ サプライズユー 牝４栗 ５４ 武 幸四郎 �社台レースホース浅野洋一郎 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８＋１４２：０３．７クビ ９．７�
４８ 	 トゥーエニワン 牡８黒鹿 ５７

５６ ☆田中 博康�大東牧場 高橋 祥泰 米 Lynne dek
Russo ４７０－ ２２：０４．０１
 ２１４．６�

５９ マイネルエクセラン 牡６鹿 ５７ 池田 鉄平 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 静内 コスモビューファーム ４６６± ０ 〃 アタマ ２０５．６�

６１２ デストラメンテ 牡４芦 ５６ 小林 淳一岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４５８＋ ２２：０４．４２� ５８．９�
８１６ オンワードヒリュウ 牡８栗 ５７ 田中 剛�オンワード牧場 杉浦 宏昭 新冠 高橋 忍 ４６４＋ ４２：０５．２５ ２９５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，９０５，０００円 複勝： ６８，０６５，９００円 枠連： ７４，４１６，５００円

普通馬連： ２７０，５３４，８００円 馬単： １６０，３３６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，８４１，９００円

３連複： ２５０，５６７，５００円 ３連単： ５８３，５１８，４００円 計： １，５１５，１８６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２６０円 � ３４０円 � ２３０円 枠 連（２－３） ７３０円

普通馬連 �� ３，６６０円 馬 単 �� ６，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� １，２１０円 �� １，８７０円

３ 連 複 ��� １０，１５０円 ３ 連 単 ��� ５７，６２０円

票 数

単勝票数 計 ４８９０５０ 的中 � ５４６８２（５番人気）
複勝票数 計 ６８０６５９ 的中 � ７１８６２（５番人気）� ４８４６２（６番人気）� ８４２３４（３番人気）
枠連票数 計 ７４４１６５ 的中 （２－３） ７５３２４（２番人気）
普通馬連票数 計２７０５３４８ 的中 �� ５４５６１（２０番人気）
馬単票数 計１６０３３６４ 的中 �� １７８９７（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８８４１９ 的中 �� １３０６６（１４番人気）�� １２０８８（１６番人気）�� ７６１３（２９番人気）
３連複票数 計２５０５６７５ 的中 ��� １８２２８（４０番人気）
３連単票数 計５８３５１８４ 的中 ��� ７４７５（２２４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１３．３―１２．７―１２．７―１２．０―１２．１―１１．８―１１．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．９―３７．２―４９．９―１：０２．６―１：１４．６―１：２６．７―１：３８．５―１：５０．３

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

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

勝馬の
紹 介

キャッチータイトル �
�
父 オペラハウス �

�
母父 Rainbow Quest デビュー ２００６．７．２２ 新潟６着

２００３．３．６生 牝５栗 母 タ イ ト ル ド 母母 Her Ladyship １２戦４勝 賞金 ３６，６５１，０００円
〔その他〕 ダノンジュンコウ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて調教注意。
※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。
（非当選馬） ７頭 アイアムマイネル号・エーシントゥルボー号・コスモオースティン号・ヒカルベガ号・ビーアデビル号・

ペネトレーター号・マイネルシュピール号



（２０中山１）第６日 １月２０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８５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

２５４，７９０，０００円
８，５２０，０００円
２４，６７０，０００円
１，９６０，０００円
２８，０００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，８６９，０００円
５，７５６，８００円
１，８６８，５００円

勝馬投票券売得金
４５１，８４９，４００円
６３３，６１０，０００円
６１２，９８９，２００円
２，４９９，３０５，０００円
１，７３８，１３３，５００円
５５７，９６７，０００円
２，５８８，５４０，３００円
３，４９１，５６６，４００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １２，５７３，９６０，８００円

総入場人員 ３３，４６５名 （有料入場人員 ３１，３７４名）




