
０００６１ １月１８日 曇 良 （２１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）

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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１２ アクセルボーイ 牡３鹿 ５６
５５ ☆三浦 皇成�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６２± ０１：１２．９ １．４�

７１３ ブリッジトウショウ 牝３青鹿５４ 武士沢友治トウショウ産業� 戸田 博文 静内 片岡 博 ４６８－ ２１：１４．２８ １１．３�
６１１ ラッキーフラワー 牝３青 ５４ 木幡 初広西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム ４１０－ ４１：１４．４１ １１９．６�
８１６ トウショウクロノス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７４－１０１：１４．５� ３４．３�
４７ シルクスフィーダ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４６６＋ ６１：１４．９２� ９０．９�
５１０ マ ハ ラ ー ニ 牝３芦 ５４ 江田 照男楠本 勝美氏 中川 公成 新冠 大栄牧場 ３９２± ０１：１５．０クビ ７０．７	
２４ ミキノハート 牝３鹿 ５４ 小野 次郎谷口 久和氏 保田 一隆 静内 グランド牧場 ４５２－ ８ 〃 アタマ ３７１．２

８１５ オースミシリング 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�オースミ 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４３２＋ ２１：１５．１クビ ３２４．３�
６１２ キャプテンボーイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真江川 伸夫氏 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４５２－ ４１：１５．４１� ５３．２�
４８ ポルタノーヴァ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 後藤 由之 日高 庄野牧場 ４６０＋ ４１：１５．５� １７．８
５９ ディアキャンドル 牡３鹿 ５６ 福永 祐一ディアレスト 畠山 吉宏 浦河 赤田牧場 ４４２＋ ４１：１５．６クビ ６５．１�
３６ コ ウ サ イ 牝３芦 ５４ 蛯名 正義中村 政勝氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４７２－ ８１：１６．３４ ５３．０�
１１ ステディーガール 牝３栗 ５４ 村田 一誠長谷川文夫氏 田子 冬樹 新ひだか 米田牧場 ４７８＋ ４ 〃 クビ １１６．４�
２３ � ピサノティファニー 牝３芦 ５４ 内田 博幸市川 義美氏 森 秀行 米 Nesco II ４６２－ ２１：１６．４クビ ５．７�
７１４ フ ク フ ク 牝３栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗大澤 毅氏 中島 敏文 浦河 松田 憲一 ４２６± ０１：１６．５� ３００．７�
３５ ユウキハングリー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 静内 前谷 武志 B５２８－ ２１：１６．７１� １２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８７６，７００円 複勝： ５６，０３５，１００円 枠連： １７，４４９，３００円

普通馬連： ７０，１７０，９００円 馬単： ６０，９０６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０１９，６００円

３連複： ７８，７２５，８００円 ３連単： １４１，４７５，８００円 計： ４６８，６５９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � ９６０円 枠 連（１－７） ６３０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，２５０円 �� ５，５２０円

３ 連 複 ��� ９，７６０円 ３ 連 単 ��� ２３，２３０円

票 数

単勝票数 計 １９８７６７ 的中 � １１４６４８（１番人気）
複勝票数 計 ５６０３５１ 的中 � ４０３７４０（１番人気）� ２９９００（３番人気）� ４４７２（９番人気）
枠連票数 計 １７４４９３ 的中 （１－７） ２０４８６（３番人気）
普通馬連票数 計 ７０１７０９ 的中 �� ８３９０５（３番人気）
馬単票数 計 ６０９０６６ 的中 �� ５３９７６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０１９６ 的中 �� ２２９８５（２番人気）�� ４４６３（１２番人気）�� ９５７（３９番人気）
３連複票数 計 ７８７２５８ 的中 ��� ５９５５（２９番人気）
３連単票数 計１４１４７５８ 的中 ��� ４４９６（６３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１２．２―１２．３―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．６―４６．８―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アクセルボーイ �
�
父 スマートボーイ �

�
母父 ミスターシービー デビュー ２００８．６．２９ 函館５着

２００６．４．２９生 牡３鹿 母 ディアグランド 母母 ケーグランド ７戦１勝 賞金 ９，９５０，０００円



０００６２ １月１８日 曇 良 （２１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）

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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

３４ マチカネセキガハラ 牝３栗 ５４ 横山 典弘細川 益男氏 伊藤 正徳 日高 待兼牧場 ４７０－ ２１：５８．５ ４．０�

７１２ テクニカルラン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４０８－１８ 〃 ハナ ２．９�
７１１ ゴールドラプソディ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４５０－ ６１：５９．３５ １５．７�
５８ カントリードーター 牝３栗 ５４ 小林 淳一�協和牧場 斎藤 宏 新冠 協和牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ ５１．０�
５７ ショウナンアンサー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春国本 哲秀氏 栗田 博憲 浦河 桑田牧場 ４４６± ０１：５９．４� １６１．９�
８１４ コスモカサブランカ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 静内 千代田牧場 ４６８－ ２２：００．０３� ７．２�
２２ ヴァンブルー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗石瀬 浩三氏 嶋田 功 日高 高山牧場 ４４０± ０２：００．１クビ ２５．３	
６９ メジロミッション 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４３０＋ ２ 〃 ハナ ９．３

６１０ アイスキャッスル 牝３黒鹿５４ 菊沢 隆徳 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４４２－ ８２：００．４１� １３．８�
１１ レイクルイーズ 牝３栗 ５４

５３ ☆三浦 皇成 �キャロットファーム 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４０６＋ ６２：００．５� ２８．６�
４６ キャシャリン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�畠山牧場 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２０－ ２２：００．９２� ３９１．４
４５ サントゥール 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義宮崎忠比古氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４２０－ ４２：０１．０� ６．０�
８１３ ヤワタトゥエンティ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹平岩 健一氏 菊川 正達 日高 木村牧場 ４６２－ ４２：０１．７４ ２９０．０�
３３ ヤマニンドレープ 牝３鹿 ５４ 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４４６＋ ２２：０２．５５ １２７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，８８６，７００円 複勝： ２６，０２５，３００円 枠連： １８，７５９，３００円

普通馬連： ７０，３３０，２００円 馬単： ４７，７９０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０００，１００円

３連複： ７２，５１７，９００円 ３連単： １０６，１４５，０００円 計： ３８０，４５５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ２６０円 枠 連（３－７） ４７０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ５８０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，９００円 ３ 連 単 ��� ８，６４０円

票 数

単勝票数 計 １６８８６７ 的中 � ３３８５３（２番人気）
複勝票数 計 ２６０２５３ 的中 � ６０２９２（２番人気）� ６５４２２（１番人気）� １８０３６（６番人気）
枠連票数 計 １８７５９３ 的中 （３－７） ２９９６４（１番人気）
普通馬連票数 計 ７０３３０２ 的中 �� ８１３０５（１番人気）
馬単票数 計 ４７７９０５ 的中 �� ２４０９７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０００１ 的中 �� ２２２５６（１番人気）�� ８７８０（８番人気）�� ９９３９（７番人気）
３連複票数 計 ７２５１７９ 的中 ��� ２８１８３（４番人気）
３連単票数 計１０６１４５０ 的中 ��� ９０６７（１２番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．１―１３．１―１３．７―１３．４―１３．４―１３．７―１２．８―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．７―３７．８―５１．５―１：０４．９―１：１８．３―１：３２．０―１：４４．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マチカネセキガハラ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００８．８．１７ 札幌６着

２００６．４．１８生 牝３栗 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円



０００６３ １月１８日 晴 良 （２１中山１）第６日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５９ オウシュウプレイ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義西村 專次氏 畠山 吉宏 白老 社台牧場 ４９８ ―１：５８．４ ５２．０�

８１６ カズノロマン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一鈴木 可一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 ５１４ ―１：５８．５� ５．７�
８１５ ドラゴンマウンテン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春窪田 芳郎氏 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４ ―１：５９．１３� ６．７�
６１２ タマモヒマワリ 牡３栗 ５６ 津村 明秀タマモ� 萱野 浩二 静内 前田牧場 ４５２ ―２：００．０５ ２３８．７�
１１ アンシャンレジーム 牡３鹿 ５６

５５ ☆三浦 皇成 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ５３８ ― 〃 アタマ ３．８�
３５ レオビンテージ 牡３鹿 ５６ 江田 照男�レオ 松山 将樹 日高 高山牧場 ４９２ ― 〃 ハナ １４．７	
５１０ ジョリーズヒーロー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人林 啓二氏 藤原 辰雄 浦河 小倉牧場 ４９２ ―２：００．２１� ２６．８

２４ シルクホウオー 牡３青鹿５６ 藤田 伸二有限会社シルク池上 昌弘 日高 ヤナガワ牧場 ４６６ ― 〃 ハナ ２０．４�
１２ クリールラッキー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ５３６ ―２：０１．０５ ３．１�
２３ ツクバチャーム 牡３芦 ５６ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４９８ ―２：０１．１クビ １２５．２
６１１ クニノテンジン 	３鹿 ５６ 丹内 祐次國立 治氏 清水 美波 新ひだか 及川 幸夫 ４７０ ―２：０１．９５ ２９５．４�
４８ ライジングヘリオス 牡３栗 ５６ 武士沢友治近藤 光子氏 水野 貴広 白老 習志野牧場 ４９４ ―２：０２．０� ２００．３�
７１３ ハイヌーンナゲット 牡３鹿 ５６ 北村 宏司竹本いずみ氏 伊藤 伸一 浦河 バンブー牧場 ４８０ ―２：０２．７４ １２．９�
７１４ タマゴカケゴハン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹加藤 信之氏 柴崎 勇 日高 門別 敏朗 ５１６ ―２：０２．８� １７．３�
３６ モ リ ト フ ジ 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真石橋 忠之氏 後藤 由之 静内 畠山牧場 ４７４ ―２：０４．３９ ５４．３�
４７ ダイショウルーラー 牡３栗 ５６ 中谷 雄太馬場 �晃氏 佐々木亜良 新ひだか 田原安田牧場 ５１４ ―２：４９．９大差 ２５６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，２０３，５００円 複勝： ２２，５９９，５００円 枠連： ２９，１３７，６００円

普通馬連： ６２，３７５，２００円 馬単： ４６，２７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４５３，４００円

３連複： ６７，１６１，１００円 ３連単： ９９，５８７，６００円 計： ３６２，７８８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，２００円 複 勝 � １，２２０円 � ２３０円 � ２７０円 枠 連（５－８） ３，０１０円

普通馬連 �� ８，８９０円 馬 単 �� ４１，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４６０円 �� ３，８６０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２３，２１０円 ３ 連 単 ��� ２９１，６５０円

票 数

単勝票数 計 １７２０３５ 的中 � ２６１２（１０番人気）
複勝票数 計 ２２５９９５ 的中 � ３９６１（１０番人気）� ３００２１（３番人気）� ２３９６２（４番人気）
枠連票数 計 ２９１３７６ 的中 （５－８） ７１６３（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６２３７５２ 的中 �� ５１８０（２７番人気）
馬単票数 計 ４６２７０２ 的中 �� ８２３（７７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４５３４ 的中 �� １２６７（３５番人気）�� １１３５（３７番人気）�� ７８１１（５番人気）
３連複票数 計 ６７１６１１ 的中 ��� ２１３６（６１番人気）
３連単票数 計 ９９５８７６ 的中 ��� ２５２（５５２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１３．２―１３．７―１３．４―１３．１―１３．３―１３．０―１４．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．４―３７．６―５１．３―１：０４．７―１：１７．８―１：３１．１―１：４４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オウシュウプレイ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 バブルガムフェロー 初出走

２００６．３．２９生 牡３鹿 母 ニュイブランシュ 母母 スーパーアイドル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔調教再審査〕 ダイショウルーラー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ダイショウルーラー号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エアイグアス号・サトノトップガン号



０００６４ １月１８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

６９ オンワードアリーテ 牝５鹿 ５８ 柴田 大知�オンワード牧場 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４８６± ０３：１５．７ １５．９�

７１２� アポロノサトリ 牡６芦 ６０ 平沢 健治菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Robert Low &
Lawana Low ４５８－ ４３：１６．２３ ４．７�

４６ � サトノスローン 牡６栗 ６０ 山本 康志里見 治氏 藤沢 和雄 米 Forging
Oaks LLC ４７０＋ ２３：１６．６２� １．８�

４５ マイネルプログレス 牡８鹿 ６０ 宗像 徹 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 阿部 新生 浦河 福岡 広行 ４７２－ ６ 〃 クビ ８．７�

２２ トップオブオアフ 牡４栗 ５９ 穂苅 寿彦横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 浦河 浦河土肥牧場 ４５２＋ ４３：１７．９８ １９１．２�
３３ キョウエイライジン 牡４栗 ５９ 江田 勇亮田中 晴夫氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４６０＋ ６３：１８．３２� ８２．６�
５８ エステヴァン �７鹿 ６０ 大庭 和弥	三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６８＋ ２３：１９．１５ １２．４

８１４ ヤクモオーカン 牡６鹿 ６０ 柴田 未崎	山崎牧場 杉浦 宏昭 八雲 山崎牧場 ４８０＋１２３：１９．７３� ６１．２�
６１０ ニューヨーカー 牡４青鹿５９ 高野 和馬 	スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６４＋１０３：１９．９１� ３０．１�
８１３� ガイアヘッド 牡７鹿 ６０ 水出 大介千葉 正人氏 清水 英克 静内 桜井牧場 ５３０＋ ８３：２０．６４ １０．０
１１ � グローリージョン 牡８黒鹿６０ 浜野谷憲尚醍醐幸右衛門氏 星野 忍 三石 レースホース ４６８＋ ８３：２１．４５ ４５．１�
７１１ ロッキーローレル 牡４栗 ５９ 五十嵐雄祐保坂 義貞氏 菅原 泰夫 門別 千葉飯田牧場 ４６４＋３６３：２２．４６ １５２．４�
５７ ウインカスケード 牡６黒鹿６０ 鈴来 直人�ウイン 鈴木 伸尋 早来 ノーザンファーム ４９４－ ６３：２３．２５ ５４．８�
３４ � クリノラブダンス 牝５黒鹿５８ 金子 光希栗本 博晴氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム ４７８－ ８３：２３．３� ８５．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，６８８，９００円 複勝： ２３，４３６，２００円 枠連： １８，７０５，０００円

普通馬連： ５４，０５９，０００円 馬単： ４８，２８９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０８０，０００円

３連複： ６２，４６２，５００円 ３連単： １１０，３６１，６００円 計： ３５１，０８２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５９０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � １１０円 枠 連（６－７） １，７８０円

普通馬連 �� ２，９１０円 馬 単 �� ７，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ３３０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ９６０円 ３ 連 単 ��� １４，５４０円

票 数

単勝票数 計 １６６８８９ 的中 � ８３１１（６番人気）
複勝票数 計 ２３４３６２ 的中 � １４９３６（４番人気）� ３１８５２（２番人気）� １２７９６６（１番人気）
枠連票数 計 １８７０５０ 的中 （６－７） ７７５７（６番人気）
普通馬連票数 計 ５４０５９０ 的中 �� １３７４３（１０番人気）
馬単票数 計 ４８２８９０ 的中 �� ４９７２（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０８００ 的中 �� ４８５４（９番人気）�� １１８９５（３番人気）�� ３１９１２（１番人気）
３連複票数 計 ６２４６２５ 的中 ��� ４８３８４（２番人気）
３連単票数 計１１０３６１６ 的中 ��� ５６０５（４１番人気）

上り １マイル １：４９．８ ４F ５３．３－３F ４０．２
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→�→」
１
�

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

オンワードアリーテ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００６．１０．２８ 福島６着

２００４．５．２８生 牝５鹿 母 オンワードセイント 母母 オンワードメモリー 障害：８戦１勝 賞金 １２，９００，０００円
〔騎手変更〕 ガイアヘッド号の騎手横山義行は，第１回京都競馬第５日第８競走での落馬負傷のため水出大介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エイトシード号・レイザストレングス号



０００６５ １月１８日 晴 良 （２１中山１）第６日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

３６ ネオレボルーション 牡３青鹿５６ 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 ４９６± ０２：０４．１ １．９�

２４ アーリンダル 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６± ０２：０４．４２ ３．５�

４８ サニーサンデー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ ２３．６�

７１３ ユキノセントウ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４３２－ ２２：０４．６１ ４６．９�
８１６ スーパーシズクン 牡３鹿 ５６ 田面木博公袴田 精一氏 蛯名 信広 新ひだか 三宅牧場 ４９８－ ６２：０５．０２� １９３．３�
５１０ アルストリスタン 牡３栗 ５６

５５ ☆三浦 皇成池田 正孝氏 河野 通文 新冠 大栄牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ １０．２�
２３ タイキカレラ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�大樹ファーム 田中 清隆 浦河 鎌田 正嗣 ４９６＋ ２２：０５．１クビ １１０．５	
７１４ カネトシユーシャ 牡３栗 ５６ 村田 一誠兼松 利男氏 中川 公成 平取 船越 伸也 ４５０－ ４２：０５．３１� １４９．８

６１２ ラークフライト 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２± ０２：０５．４� ２１．０�
４７ マキノワールド 牡３鹿 ５６ 木幡 初広島宮 萬喜氏 土田 稔 静内 井高牧場 ４６４－ ４ 〃 クビ ２３７．３�
５９ ブ ル カ ン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �天羽�治牧場 藤原 辰雄 三石 本桐牧場 ４６８＋ ８２：０５．６� ３２．１
１１ ドリームタフキーク 牡３栗 ５６

５３ ▲黛 弘人セゾンレースホース� 宗像 義忠 新ひだか 斉藤 正男 ４３０－ ４２：０５．７� ３４５．２�
１２ 	 キャンディロック 牡３鹿 ５６ 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Yoshio Fujita ５０８± ０２：０５．８クビ ２１１．２�
８１５ タケデンエンパイヤ 牝３黒鹿５４ 嘉藤 貴行武市 弘氏 田子 冬樹 浦河 安藤牧場 ４１２＋ ２２：０６．０１
 ３７５．９�
６１１ ローレルリラ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �ローレルレーシング 根本 康広 日高 大西ステイブル ４５０－１０２：０７．４９ １１７．０�
３５ ライドザウインド 牡３青鹿５６ 藤田 伸二 �キャロットファーム 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ４ （競走中止） ６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，８５２，８００円 複勝： ４９，５３７，０００円 枠連： ２８，４７９，０００円

普通馬連： ８４，８４７，６００円 馬単： ７３，０２４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１３６，３００円

３連複： １０５，４４１，４００円 ３連単： ２００，９９９，３００円 計： ６０１，３１７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ３３０円 枠 連（２－３） ２００円

普通馬連 �� ２６０円 馬 単 �� ４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ６７０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ２，０００円 ３ 連 単 ��� ５，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２６８５２８ 的中 � １１１９１２（１番人気）
複勝票数 計 ４９５３７０ 的中 � ２２５６２８（１番人気）� ８７７０９（２番人気）� １９４７８（５番人気）
枠連票数 計 ２８４７９０ 的中 （２－３） １０５４７７（１番人気）
普通馬連票数 計 ８４８４７６ 的中 �� ２４２９４５（１番人気）
馬単票数 計 ７３０２４４ 的中 �� １１１４２３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１３６３ 的中 �� ７３４７７（１番人気）�� ９６７７（７番人気）�� ５６６１（１２番人気）
３連複票数 計１０５４４１４ 的中 ��� ３９０２４（５番人気）
３連単票数 計２００９９９３ 的中 ��� ２８７９２（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２４．１―３６．８―４９．１―１：０２．７―１：１５．５―１：２８．１―１：３９．９―１：５１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

ネオレボルーション �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Avenue of Flags デビュー ２００８．１２．１４ 中山２着

２００６．３．１９生 牡３青鹿 母 リアリーハッピー 母母 Dear Laura ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔競走中止〕 ライドザウインド号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため向正面で競走中止。
〔その他〕 サニーサンデー号は，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平地調教注意。



０００６６ １月１８日 曇 良 （２１中山１）第６日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時５０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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４８ フロイデタンツェン 牝６鹿 ５５ 勝浦 正樹生駒 英子氏 小西 一男 三石 タガミファーム ５１８± ０１：１２．１ ４．７�

２４ チャームキャップ 牝４黒鹿５４ 後藤 浩輝タマモ� 水野 貴広 静内 フジワラフアーム ４６４＋１０１：１２．３１ ２１．１�
７１３ サマーミッドナイト 牝４黒鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人セゾンレースホース� 稲葉 隆一 静内 畠山牧場 ４４６＋１２１：１２．５１� １８．８�
６１１ ヒカリマーガレット 牝５栗 ５５ 内田 博幸當山 �則氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４８２＋ ４１：１２．６クビ ２．３�
１２ � アルフェラッツ 牝５鹿 ５５

５２ ▲草野 太郎山下 恭茂氏 天間 昭一 浦河 山下 恭茂 ４９２＋ ６１：１２．７� １７１．７�
２３ エフテーララーヤ 牝５黒鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成深野 茂雄氏 河野 通文 えりも 上島牧場 ４５２＋ ８１：１２．８クビ ２６．１	
４７ トーセンフーガ 牝５鹿 ５５ 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 静内 服部 牧場 ５００＋ ８ 〃 アタマ １５．５

７１４� ピンクバーディー 牝４鹿 ５４ 大庭 和弥�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４８４＋ ４１：１２．９� １１．７�
６１２ ウインアンジェラス 牝５鹿 ５５ 津村 明秀�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４７０－ ２ 〃 アタマ ４．８
５１０ テングジョウ 牝４鹿 ５４ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７２－１６１：１３．１� ４８．３�
８１５ ネバーグレイス 牝４鹿 ５４ 江田 照男岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ ９１．４�
１１ ヤマニンプロローグ 牝５栗 ５５ 田中 勝春土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 B５１４＋１２１：１３．４１� ２２．６�
８１６ エフティメガミ 牝４黒鹿５４ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４８８－ ８１：１３．５� ５１．７�
３６ スマートループ 牝４鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真大川 徹氏 栗田 博憲 門別 野島牧場 ４５４－ ２１：１３．８２ １８９．７�
５９ ジパングエンジェル 牝８鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗吉野 吉晴氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４７０＋１４１：１４．０１� ４５３．３�
３５ � エイブルコスマー 牝５栗 ５５ 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 ４５４＋１４１：１４．８５ ４０８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，０４４，１００円 複勝： ３５，５３２，２００円 枠連： ３０，９３２，４００円

普通馬連： ９４，８７８，９００円 馬単： ６４，２２０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４５２，２００円

３連複： ９７，７６８，４００円 ３連単： １６２，６７５，２００円 計： ５３８，５０３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � ４８０円 � ５１０円 枠 連（２－４） １，４７０円

普通馬連 �� ３，９５０円 馬 単 �� ６，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 �� １，３９０円 �� ２，７７０円

３ 連 複 ��� １７，７５０円 ３ 連 単 ��� ８１，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２４０４４１ 的中 � ４１１５６（２番人気）
複勝票数 計 ３５５３２２ 的中 � ６２１４７（３番人気）� １７３５４（４番人気）� １６１９０（５番人気）
枠連票数 計 ３０９３２４ 的中 （２－４） １５５７７（５番人気）
普通馬連票数 計 ９４８７８９ 的中 �� １７７３８（１５番人気）
馬単票数 計 ６４２２０３ 的中 �� ７３３４（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４５２２ 的中 �� ６３１７（１１番人気）�� ５０９０（１５番人気）�� ２４７２（２９番人気）
３連複票数 計 ９７７６８４ 的中 ��� ４０６５（４７番人気）
３連単票数 計１６２６７５２ 的中 ��� １４７４（２０２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１２．１―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．７―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フロイデタンツェン �
�
父 ストローズクリーク �

�
母父 Lord At War デビュー ２００６．２．２６ 中山１着

２００３．４．１３生 牝６鹿 母 ターフサルート 母母 Wanda Kaye ９戦３勝 賞金 ２９，７００，０００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 オースミビーナス号



０００６７ １月１８日 曇 良 （２１中山１）第６日 第７競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６９ ローンウルフ 牡４栗 ５６
５５ ☆三浦 皇成鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７２＋ ６１：５５．３ ２．０�

７１０ ディアーウィッシュ 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ６１：５５．６１� ８．１�
５７ � トウカイプライム 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５５６＋ ６ 〃 アタマ ３．２�
５６ � ミウラジェット 牡５黒鹿５７ 北村 宏司佐藤 明氏 佐々木亜良 三石 久米 和夫 ４６２＋ ４１：５６．６６ １０９．３�
４５ 	 エーシンカメンシズ 牡４栗 ５６ 内田 博幸平井 宏承氏 久保田貴士 米 Winches-

ter Farm ４９２＋１２１：５６．８１
 ５．５�
４４ � ナムラビスマルク 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝ディアレスト 佐々木亜良 門別 いとう牧場 ４８４± ０１：５６．９クビ ２０．０�
２２ 	 コスモコマンダ 牡４青鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 米 Diamond A

Racing Corp. ４７２± ０１：５７．１１� ３６．９	
８１３ コアグリーン 牡４鹿 ５６ 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４８４＋１０１：５７．８４ １３０．１

３３ � シルクストラーダ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲黛 弘人有限会社シルク大和田 稔 新冠 堤 牧場 ５２２－ ４ 〃 クビ ４３８．５�
６８ � オンワードオウガ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４５４＋ ２１：５７．９クビ ３３２．７
８１２� ツルギライジング 牡４鹿 ５６ 郷原 洋司中野 利道氏 郷原 洋行 苫小牧 藤沢 武雄 B５２２－ ４１：５８．１１
 ７９．１�
１１ � トーセンステージ 牡４栗 ５６ 武士沢友治島川 �哉氏 斎藤 宏 静内 岡田スタツド ４７２＋１０１：５８．２クビ ２４７．４�
７１１ セントラルボーイ 牡５青鹿５７ 村田 一誠玉井 英夫氏 岩城 博俊 門別 有限会社

飯田牧場 ５１０－ ４ （競走中止） ３４７．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２６，９２９，０００円 複勝： ５１，３１８，９００円 枠連： ２３，１１１，６００円

普通馬連： ９０，９６０，４００円 馬単： ７７，０７７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７０８，０００円

３連複： ８８，７０９，５００円 ３連単： ２１２，８１２，３００円 計： ５９７，６２７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � １１０円 枠 連（６－７） ８８０円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� １３０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ６００円 ３ 連 単 ��� ３，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２６９２９０ 的中 � １１１２１５（１番人気）
複勝票数 計 ５１３１８９ 的中 � ２８３３３３（１番人気）� ２５３６６（４番人気）� １１２６１３（２番人気）
枠連票数 計 ２３１１１６ 的中 （６－７） １９４６９（４番人気）
普通馬連票数 計 ９０９６０４ 的中 �� ７３４０１（３番人気）
馬単票数 計 ７７０７７８ 的中 �� ４８０４３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７０８０ 的中 �� １５９０６（４番人気）�� ７７０５９（１番人気）�� １２９５７（５番人気）
３連複票数 計 ８８７０９５ 的中 ��� １１０２９６（２番人気）
３連単票数 計２１２８１２３ 的中 ��� ４３２８５（１０番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．１―１２．８―１３．５―１３．０―１３．０―１２．９―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．７―３７．５―５１．０―１：０４．０―１：１７．０―１：２９．９―１：４２．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローンウルフ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．７．１ 福島１２着

２００５．３．２２生 牡４栗 母 キョウエイマリー 母母 キョウエイヨシノ １２戦２勝 賞金 ２７，６００，０００円
〔競走中止〕 セントラルボーイ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



０００６８ １月１８日 晴 良 （２１中山１）第６日 第８競走 ��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１０ セイコースペシャル 牡５鹿 ５７ 松岡 正海竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ８１：１１．９ ３．６�

３３ メインヴォーカル 牡４栗 ５６
５３ ▲草野 太郎 �社台レースホース坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４６０－ ４１：１２．２１� ４６．７�

６９ キングオブハイシー 牡５鹿 ５７ 北村 宏司�ミルファーム 手塚 貴久 門別 小西ファーム ４８４± ０ 〃 アタマ １９．１�
４５ トーセンセイント 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二島川 �哉氏 柴崎 勇 静内 増本牧場 ５１０－ ２１：１２．４１� １．８�
８１４ テイエムゲンキボ 牡５黒鹿５７ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ５０４＋ ２ 〃 クビ ３９．８�
３４ � ショウナンカイザー 牡５鹿 ５７ 内田 博幸国本 哲秀氏 国枝 栄 浦河 桑田牧場 B４９２± ０１：１２．７２ ２８．９	
５８ � リリーザサン 牡４栗 ５６ 大庭 和弥�谷川牧場 石栗 龍彦 浦河 谷川牧場 B５０２－ ３１：１２．９１ ２１．４

４６ � ヒシマウンテン 牡４栗 ５６ 津村 明秀阿部雅一郎氏 小林 常泰 新冠 カミイスタット ５６６＋３７ 〃 クビ １３２．９�
７１１ スズノカイソク 牡４栗 ５６ 高山 太郎小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ８１：１３．２１� ２７９．９�
２２ アタゴコマンダー 牡５鹿 ５７ 横山 典弘坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４９６＋ ６１：１３．５１� １６１．０
１１ パ ズ ル 牡４芦 ５６

５３ ▲伊藤 工真松平 正樹氏 高橋 祥泰 門別 白井牧場 ５１２＋１０１：１３．６� ５．３�
８１３� シルクグラディウス 牡５黒鹿５７ 江田 照男有限会社シルク嶋田 潤 早来 吉田牧場 ５２０＋ ６ 〃 ハナ ５０８．７�
７１２ サニーケーティング 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８２＋ ２１：１３．７クビ ２４８．６�
５７ ステルスワン 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝長谷川光司氏 堀井 雅広 静内（有）石川牧場 ４６６± ０１：１５．３１０ １１５．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３４，４０７，７００円 複勝： ５９，８１３，８００円 枠連： ２８，６０１，８００円

普通馬連： １１５，１６０，１００円 馬単： ９７，２８８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，６６８，３００円

３連複： １１５，４２７，８００円 ３連単： ２７４，６７９，０００円 計： ７５９，０４６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １９０円 � １，５００円 � ５８０円 枠 連（３－６） ２，４２０円

普通馬連 �� １１，１９０円 馬 単 �� １６，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５２０円 �� ７２０円 �� ６，５５０円

３ 連 複 ��� ２９，８４０円 ３ 連 単 ��� １５９，０００円

票 数

単勝票数 計 ３４４０７７ 的中 � ７６５９８（２番人気）
複勝票数 計 ５９８１３８ 的中 � １０８３３１（２番人気）� ８６１５（８番人気）� ２４５８２（４番人気）
枠連票数 計 ２８６０１８ 的中 （３－６） ８７２８（８番人気）
普通馬連票数 計１１５１６０１ 的中 �� ７５９９（２０番人気）
馬単票数 計 ９７２８８３ 的中 �� ４４４５（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３６６８３ 的中 �� ３２１９（１８番人気）�� １２２９８（６番人気）�� １２１７（３４番人気）
３連複票数 計１１５４２７８ 的中 ��� ２８５５（５０番人気）
３連単票数 計２７４６７９０ 的中 ��� １２７５（２４６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．４―１２．５―１２．４―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．６―４６．１―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイコースペシャル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００６．１２．２３ 中山１着

２００４．３．１４生 牡５鹿 母 ス コ ー ル イ 母母 Premier Playmate １６戦３勝 賞金 ４２，１２０，０００円
〔騎手変更〕 シルクグラディウス号の騎手横山義行は，第１回京都競馬第５日第８競走での落馬負傷のため江田照男に変更。
〔制裁〕 セイコースペシャル号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）



０００６９ １月１８日 曇 良 （２１中山１）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

は つ な ぎ

初 凪 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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５９ ウインマグナム 牡４栗 ５６ 蛯名 正義�ウイン 田中 清隆 静内（有）石川牧場 ４８６－ ２１：５３．９ ２．２�

７１３ ツバサドリーム 牡５栗 ５７ 吉田 隼人�RRA 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４９６＋１４１：５４．０� ８．３�
４７ カネスラファール 牡５黒鹿５７ 内田 博幸杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９４－ ４１：５４．１� ６．６�
６１１ トーセンゴライアス 牡５芦 ５７ 小野 次郎島川 �哉氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム ５６０＋ ６１：５４．２クビ ５．１�
５１０ ドリームリバイバル 牡４栗 ５６ 松岡 正海セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 オリエント牧場 ４８０± ０１：５４．６２� １３．５�
８１６ マルブツフラッシュ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５０６－ ２１：５４．７� ８．１	
３５ 	 バイタリティー 牡４芦 ５６ 横山 典弘水上 行雄氏 平井 雄二 浦河 笠松牧場 ４９８± ０１：５４．９� ５３．７

２４ 	 キープウイニング 牡６鹿 ５７ 武士沢友治真部 晴�氏 中島 敏文 浦河 ハヤシファーム B５１０＋ ４１：５５．３２� ３５１．４�
７１４ トラストブラック 牡７栗 ５７ 宮崎 北斗菅波 雅巳氏 土田 稔 静内 飛野牧場 B５５８± ０１：５５．４� １１７．７�
３６ ソブリンブライト 牡７鹿 ５７ 木幡 初広藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４８４＋ ４１：５５．７１� ４９８．９�
１２ エヴァシャイン 牡５栗 ５７ 津村 明秀田所 英子氏 武市 康男 三石 下屋敷牧場 ４８８± ０１：５６．０２ ３６．８�
４８ ウエスタンリジ 
７鹿 ５７ 田中 勝春西川 賢氏 保田 一隆 静内 北西牧場 ５１８＋１０ 〃 ハナ １４７．７�
１１ ダブルヒーロー 牡５鹿 ５７ 北村 宏司小川 弘氏 天間 昭一 浦河 北光牧場 ５３８＋１８１：５６．１クビ ３３．６�
８１５ ディープリンク 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 本間牧場 ４７０＋ ６１：５６．５２� ４３．０�
６１２ ヤクモキャット 牡６青鹿５７ 丹内 祐次山崎牧場 阿部 新生 八雲 山崎牧場 ４５８＋ ２１：５７．２４ １８７．２�
２３ ニシノアンサー 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４９８＋１２２：００．３大差 ６１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，５４０，６００円 複勝： ６３，６３２，８００円 枠連： ４１，４２２，６００円

普通馬連： １９６，９５９，８００円 馬単： １２０，０８７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，６２９，２００円

３連複： １７２，０３４，６００円 ３連単： ３６８，４４０，９００円 計： １，０４８，７４８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２６０円 � １８０円 枠 連（５－７） ８３０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ３１０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� １，９６０円 ３ 連 単 ��� ７，８９０円

票 数

単勝票数 計 ３７５４０６ 的中 � １３５２７３（１番人気）
複勝票数 計 ６３６３２８ 的中 � １９４４９５（１番人気）� ４８４６８（６番人気）� ８４３２３（３番人気）
枠連票数 計 ４１４２２６ 的中 （５－７） ３６９３０（４番人気）
普通馬連票数 計１９６９５９８ 的中 �� １５１８９３（４番人気）
馬単票数 計１２００８７７ 的中 �� ７３７２３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８６２９２ 的中 �� ３００８９（３番人気）�� ４２４７８（２番人気）�� １１０４３（１１番人気）
３連複票数 計１７２０３４６ 的中 ��� ６５０００（６番人気）
３連単票数 計３６８４４０９ 的中 ��� ３４４９９（１７番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．１―１２．７―１３．０―１２．５―１２．５―１２．８―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．５―３７．２―５０．２―１：０２．７―１：１５．２―１：２８．０―１：４０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインマグナム �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Nureyev デビュー ２００７．１２．１ 中山２着

２００５．４．１０生 牡４栗 母 ス リ ー エ フ 母母 Agacerie ８戦３勝 賞金 ３７，９８１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノアンサー号は，平成２１年２月１８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 アバレダイコ号



０００７０ １月１８日 曇 良 （２１中山１）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�

は つ ふ じ

初富士ステークス
発走１５時００分 （芝・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．１．１９以降２１．１．１１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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

２２ � ファストロック 牡５栗 ５７．５ 北村 宏司広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Quay
Bloodstock ５００＋ ６１：４８．０ ６．９�

１１ リ ビ ア ー モ 牝４鹿 ５２ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４７４－ ２ 〃 クビ ８．５�
５８ エリモファイナル 牝７黒鹿５４ 福永 祐一山本 慎一氏 北出 成人 えりも えりも農場 ４７０± ０１：４８．１� ７．５�
８１４ マイネルファルケ 牡４鹿 ５５ 松岡 正海 �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 ５２６＋ ２１：４８．２� ５．２�
４６ コーナーストーン 牡５鹿 ５７ 内田 博幸セゾンレースホース� 国枝 栄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２＋ ２１：４８．３� ５．６�
６１０ ハリーアップ 牡５芦 ５７ 藤田 伸二首藤 徳氏 小島 太 浦河 小池 博幸 ４８０± ０１：４８．４� ３．９	
８１３ ダンスオールナイト 牝６鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４５４＋ ２１：４８．５クビ ２４．９

３４ ツアーデフォース 	６鹿 ５５ 三浦 皇成 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 静内 大典牧場 ４６６＋ ６ 〃 クビ ３２．０�
６９ ヤマニンイグナイト 牡６栗 ５４ 田中 勝春土井 肇氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４２８± ０１：４８．６� ３５．１�
３３ グレートバルサー 牡８青鹿５２ 木幡 初広大河内一権氏 国枝 栄 静内 小倉 光博 ４８６＋１０１：４８．７� ６４．３
７１２ アイティトップ 牡４鹿 ５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４９６＋ ２１：４８．８クビ ２３．７�
４５ 
 セヴンワンダーズ 牡６鹿 ５４ 蛯名 正義前田 幸治氏 和田 正道 新冠 北星村田牧場 ５３４＋ ８１：４９．１１� １９．８�
５７ ロックスピリッツ 牡７鹿 ５３ 後藤 浩輝 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ １０３．１�
７１１
 サケダイスキ 牡６鹿 ５３ 江田 照男臼井義太郎氏 奥平 雅士 平取 二風谷ファーム ４８８＋ ２１：４９．４１� ５３．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４５，３４７，８００円 複勝： ７６，４４９，９００円 枠連： ４９，２３６，５００円

普通馬連： ２５０，２７４，６００円 馬単： １３５，２０８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，９７２，５００円

３連複： ２２８，８１３，０００円 ３連単： ４６２，５６９，２００円 計： １，３０９，８７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２３０円 � ２８０円 � ２８０円 枠 連（１－２） ２，５４０円

普通馬連 �� ２，４６０円 馬 単 �� ５，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� １，１４０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ７，４８０円 ３ 連 単 ��� ５０，３００円

票 数

単勝票数 計 ４５３４７８ 的中 � ５１８６７（４番人気）
複勝票数 計 ７６４４９９ 的中 � ９２０５５（４番人気）� ７２２３７（５番人気）� ７０６７２（６番人気）
枠連票数 計 ４９２３６５ 的中 （１－２） １４３１１（１３番人気）
普通馬連票数 計２５０２７４６ 的中 �� ７５１４７（１２番人気）
馬単票数 計１３５２０８４ 的中 �� １８４２０（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１９７２５ 的中 �� １５８３４（１３番人気）�� １３３３４（１５番人気）�� １６２９７（１２番人気）
３連複票数 計２２８８１３０ 的中 ��� ２２５８１（２２番人気）
３連単票数 計４６２５６９２ 的中 ��� ６７８８（１４３番人気）

ハロンタイム １２．１―１２．０―１１．９―１２．４―１２．０―１２．２―１１．５―１１．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２４．１―３６．０―４８．４―１：００．４―１：１２．６―１：２４．１―１：３５．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ファストロック �
�
父 Rock of Gibraltar �

�
母父 Nashwan デビュー ２００７．６．２３ 函館６着

２００４．５．２１生 牡５栗 母 Alisidora 母母 Christabelle １４戦５勝 賞金 ８４，７１６，０００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） ４頭 トーセンクラウン号・マイネヴェロナ号・マストビートゥルー号・ワルキューレ号



０００７１ １月１８日 曇 良 （２１中山１）第６日 第１１競走 ��
��２，０００�第４９回京 成 杯（ＧⅢ）

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，日本馬：馬齢重量，収得賞金２，０００万
円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬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 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００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

５６ アーリーロブスト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ４８４＋ ８２：０２．７ ５．６�

２２ ナカヤマフェスタ 牡３鹿 ５７ 蛯名 正義和泉 信子氏 二ノ宮敬宇 むかわ 新井牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ ２．６�
７１１� モエレビクトリー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春西森 鶴氏 的場 均 新ひだか 中村 和夫 ４８４＋ ８２：０２．８	 ８１．１�
７１０ モンテトウルヌソル 牡３黒鹿５６ 内田 博幸毛利 喜昭氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ６ 〃 クビ １３．０�
６９ ハイローラー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４７６＋ ２２：０２．９	 ４１．０�
８１３ セイクリッドバレー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２ 〃 アタマ １０．３�
５７ トゥリオンファーレ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８２－ ６２：０３．０	 ６．７	
６８ フサイチナガラガワ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝関口 房朗氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ４２：０３．８５ １７．５

８１２ サトノエクスプレス 牡３栗 ５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１０－ ４２：０３．９	 ２３．０�
４４ サクラルーラー 牡３鹿 ５６ 江田 照男�さくらコマース小島 太 新ひだか 新和牧場 ５２６－ ４２：０４．０
 ４４．１
１１ ファインビスティー 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹ビスティーズホース

ユニオン 尾形 充弘 新冠 松浦牧場 ４９８＋ ８２：０４．２１ ５８．０�
３３ ケニアブラック 牡３鹿 ５６ 横山 典弘吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４３８＋ ４２：０８．８大差 ２４．８�
４５ サンライズキール 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５２４－１０ （競走中止） ６．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４０，０９５，４００円 複勝： １７５，９９３，５００円 枠連： １６２，２０９，５００円

普通馬連： ８９１，７０７，３００円 馬単： ４９７，０９４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７７，９６８，９００円

３連複： ８４２，４８５，０００円 ３連単： １，９６３，６３７，０００円 計： ４，８５１，１９０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � １，４２０円 枠 連（２－５） ３７０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ６，０５０円 �� ３，３３０円

３ 連 複 ��� ２４，６８０円 ３ 連 単 ��� １０３，５８０円

票 数

単勝票数 計１４００９５４ 的中 � １９９０２１（２番人気）
複勝票数 計１７５９９３５ 的中 � ２６５５０９（２番人気）� ５０９８２０（１番人気）� １９９４６（１３番人気）
枠連票数 計１６２２０９５ 的中 （２－５） ３２３８８８（１番人気）
普通馬連票数 計８９１７０７３ 的中 �� ９０７１８８（１番人気）
馬単票数 計４９７０９４３ 的中 �� ２１３４０５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７７９６８９ 的中 �� １４７２４３（２番人気）�� ６６４４（５６番人気）�� １２１９１（４２番人気）
３連複票数 計８４２４８５０ 的中 ��� ２５２０１（８０番人気）
３連単票数 計１９６３６３７０ 的中 ��� １３９９１（３３４番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．５―１２．６―１２．６―１３．２―１２．６―１２．６―１１．７―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．６―３６．２―４８．８―１：０２．０―１：１４．６―１：２７．２―１：３８．９―１：５０．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アーリーロブスト �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Mazel Trick デビュー ２００８．１０．１９ 京都２着

２００６．４．２７生 牡３鹿 母 クワイエットアース 母母 Diablo’s Bobett ５戦３勝 賞金 ６０，６１９，０００円
〔競走中止〕 サンライズキール号は，競走中に疾病〔右第１指関節開放性脱臼〕を発症し，４コーナー手前で騎手が落馬したため競

走中止。



０００７２ １月１８日 曇 良 （２１中山１）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０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 � エーシンエフダンズ 牡５黒鹿５７ 松岡 正海平井 宏承氏 藤岡 健一 米 Winches-
ter Farm ５０６＋ ２１：０９．３ ２．９�

６１１ ターニングポイント 牡４青鹿 ５６
５３ ▲宮崎 北斗山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４８０± ０１：０９．５１� １０．８�

８１５ マッキーバクシン 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 B４３４－ ２ 〃 ハナ ３６．４�
２４ レディハニー 牝４鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �ロードホースクラブ 久保田貴士 三石 ケイアイファーム ４５４± ０ 〃 クビ ６．５�
４７ マイネルグロッソ 牡７鹿 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 門別 福山牧場 ５２４＋１０ 〃 ハナ ７２．０�
２３ セフティバーニング 牡６鹿 ５７ 津村 明秀池田 實氏 藤岡 健一 門別 下河辺牧場 B４７６＋ ４１：０９．７１ １０２．６�
１１ 	 ウルトラボルケーノ 牡６黒鹿５７ 田中 勝春西浦 和男氏 土田 稔 門別 出口牧場 B５１８＋ ６ 〃 ハナ ９．８	
３５ サクライダテン 牡４青鹿５６ 北村 宏司�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４６０± ０１：０９．８
 ７．７

８１６ シゲルダイハッカイ 牡６鹿 ５７

５６ ☆三浦 皇成森中 蕃氏 西園 正都 静内 静内フアーム ４６６－ ４１：０９．９
 １４．５�
５９ ビ ン チ ェ ロ 牡５黒鹿５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ４ 〃 クビ ５．１
５１０ スプリングタピアン 牝７栗 ５５ 福永 祐一加藤 春夫氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４８０－ ６ 〃 ハナ １２１．７�
７１３� シベリアンヒート 牡６芦 ５７ 後藤 浩輝藤田 在子氏 堀井 雅広 米

Gaines－Gentry Thor-
oughbreds, Scott Pierce
& Omar Trevino

５１４＋ ４１：１０．１１
 ２７．０�
７１４ エフティアクトレス 牝４黒鹿５４ 村田 一誠吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４５０＋ ６１：１０．４２ ５４．８�
３６ � チアフルワールド 牡７栗 ５７ 勝浦 正樹藤田 在子氏 天間 昭一 米 Katherine

Elam ５０２＋ ６１：１０．６１� １１０．８�
６１２� イノセントワールド 牡８栗 ５７ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 米

Jim & Martha Gladwell,
Louis Brooks Ranch,
White Fox Farm, et al

B４９４＋ ２１：１１．１３ １５０．６�
４８ 	 トミノドリーム 牝５黒鹿５５ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 B４８６＋ ２１：１１．２クビ ２３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，６２３，１００円 複勝： ７１，４９５，３００円 枠連： ６１，９２５，９００円

普通馬連： ２３７，０４１，２００円 馬単： １３５，９１１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，３７９，５００円

３連複： ２２６，８１１，４００円 ３連単： ５０５，５９３，４００円 計： １，３４７，７８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � ８１０円 枠 連（１－６） １，３５０円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� １，５００円 �� ４，２２０円

３ 連 複 ��� １３，７５０円 ３ 連 単 ��� ５４，６００円

票 数

単勝票数 計 ５０６２３１ 的中 � １４００７６（１番人気）
複勝票数 計 ７１４９５３ 的中 � ２０４０７３（１番人気）� ６０４６０（５番人気）� １６１６１（１０番人気）
枠連票数 計 ６１９２５９ 的中 （１－６） ３４０１９（６番人気）
普通馬連票数 計２３７０４１２ 的中 �� １１２９９４（５番人気）
馬単票数 計１３５９１１４ 的中 �� ３６９０７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８３７９５ 的中 �� ２６８６８（４番人気）�� ９４４９（１７番人気）�� ３２３３（４５番人気）
３連複票数 計２２６８１１４ 的中 ��� １２１７６（４３番人気）
３連単票数 計５０５５９３４ 的中 ��� ６８３５（１５５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．３―１１．４―１１．６―１２．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンエフダンズ �
�
父 Forestry �

�
母父 Danzig デビュー ２００６．１２．２３ 中京２着

２００４．４．７生 牡５黒鹿 母 Lady Danz 母母 Classic Crown ２２戦４勝 賞金 ６９，４３９，０００円
〔騎手変更〕 シベリアンヒート号の騎手吉田隼人は，第１１競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。
〔発走状況〕 エフティアクトレス号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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 キルシュブリューテ号・ゴールデンリング号・スペシャルブレイド号



（２１中山１）第６日 １月１８日（日曜日） 曇時々晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８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

２５７，２６０，０００円
２，１３０，０００円
１０，５３０，０００円
１，７９０，０００円
２６，３４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，３６２，５００円
５，５２３，８００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
４５６，４９６，３００円
７１１，８６９，５００円
５０９，９７０，５００円
２，２１８，７６５，２００円
１，４０３，１６８，９００円
５４９，４６８，０００円
２，１５８，３５８，４００円
４，６０８，９７６，３００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 １２，６１７，０７３，１００円

総入場人員 ３２，７８０名 （有料入場人員 ３０，６９０名）




