
０００６１ １月１５日 晴 不良 （１８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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１３ グレートモア 牡３鹿 ５６ D．バルジュー堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ４７６－１４１：１２．９ ９．０�
（伊）

５９ � コペルニクス 牡３鹿 ５６
５４ △津村 明秀伊達 秀和氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン

牧場 ４７２－ ２１：１３．１１� ２．１�
３６ � ダノンスペシャル 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３６－ ４１：１３．７３� ３．９�
１１ スナークオリオン 牡３青鹿５６ 大庭 和弥杉本仙次郎氏 嶋田 潤 三石 ニシケンフ

アーム ４８０＋ ２１：１４．３３� ４２．２�
４７ � ミヤコノヒマワリ 牝３栗 ５４ 石神 深一吉田喜代司氏 成宮 明光 青森 青森桜井牧場 ４４６－ ２１：１５．０４ ５７０．８�
７１４ エドノマドリード 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹遠藤 喜松氏 高橋 義博 浦河 小柳牧場 ５１８＋ ６ 〃 ハナ １２．８�
６１１�� カシノロイヤル 牝３鹿 ５４ 吉永 護柏木 務氏 吉永 正人 浦河 日優牧場 ４６０± ０１：１５．３２ １７５．７	
２３ クロスバラード 牝３鹿 ５４

５３ ☆石橋 脩佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４４６± ０１：１５．４クビ ４１．２

１２ プリンセスデザート 牝３栗 ５４ 中舘 英二鈴木 可一氏 加藤 修甫 新冠 ハシモトフアーム ４６４－ ２１：１５．７２ ２７．８�
６１２ ストックバトル 牝３鹿 ５４ 小林 淳一江川 伸夫氏 富田 一幸 浦河 信岡牧場 ３９８± ０１：１５．８クビ ６７６．５�
２４ アポロガイア 牝３鹿 ５４

５１ ▲吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 佐藤 吉勝 門別 正木 茂夫 ５０４＋ ４１：１５．９� １８．０
８１６� フジマサプリンセス 牝３鹿 ５４ 高橋 智大藤原 正一氏 奥平 雅士 門別 千葉飯田牧場 ４２４± ０１：１６．６４ ２４５．６�
４８ � テ ン ユ ウ 牡３鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也渡邉 満男氏 田子 冬樹 静内 山岸 康 ４５２－ ４１：１６．７� ７０２．５�
３５ バトルペルリーヌ 牝３鹿 ５４ 小林 久晃宮川 秋信氏 山田 要一 青森 長谷地 義正 ４２４－ ２１：１７．７６ ４２９．８�
８１５� ボストンホープ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春ボストンホース� 嶋田 功 浦河 �桁牧場 ４８８－ ２１：２１．０大差 ２４０．４�
５１０�� ロイヤールハント 牝３鹿

５４
５３ ☆松岡 正海田原 邦男氏 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４９６＋１０ （競走中止） ６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５４２，７００円 複勝： ２２，５８１，３００円 枠連： ３２，２２１，９００円

普通馬連： ９６，４２８，０００円 馬単： １０２，７３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８３５，８００円

３連複： １２１，７１４，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４２１，０５６，９００円

払 戻 金

単 勝 � ９００円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（５－７） ３６０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ６１０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８５４２７ 的中 � １６２９９（４番人気）
複勝票数 計 ２２５８１３ 的中 � ２６２２６（３番人気）� ８１２８４（１番人気）� ３８２５３（２番人気）
枠連票数 計 ３２２２１９ 的中 （５－７） ６７２９５（１番人気）
普通馬連票数 計 ９６４２８０ 的中 �� １０４８６２（２番人気）
馬単票数 計１０２７３２６ 的中 �� ３４８３２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８３５８ 的中 �� ２７３５３（２番人気）�� ８９５３（８番人気）�� ３７２７７（１番人気）
３連複票数 計１２１７１４６ 的中 ��� ７９９０７（３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．５―１２．２―１２．６―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．５―４６．７―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレートモア �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 Caerleon デビュー ２００５．１２．４ 中山４着

２００３．４．２２生 牡３鹿 母 ドラダカセルタ 母母 Leprechaun Act ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔競走中止〕 ロイヤールハント号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルペルリーヌ号・ボストンホープ号は，平成１８年２月１５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 ユキノスバル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０００６２ １月１５日 晴 不良 （１８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

７１４ エイダイタカラブネ 牝３芦 ５４ 二本柳 壮�東振牧場 鈴木 康弘 鵡川 東振牧場 ４６０± ０１：５４．８ ２．６�

４７ � ショウナンバラード 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�湘南 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７８－ ６１：５５．１２ ２．９�
７１３ ニシノバニーガール 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆松岡 正海西山 茂行氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ４２２－ ８１：５７．４大差 １０．８�
８１５� コスモロザリオ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水出 大介岡田美佐子氏 矢野 進 新冠 コスモビューファーム ４４６－ ６１：５７．６１� １３２．８�
８１６� メジロルバート 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳�メジロ牧場 奥平 真治 洞爺 メジロ牧場 ４７６＋ ２１：５７．８１� ５．９�
５１０� エアイーリス 牝３鹿 ５４

５１ ▲吉田 隼人 �ラッキーフィールド池上 昌弘 様似 猿倉牧場 B４１６－ ４ 〃 クビ ２３５．８	
４８ メイショウルイーズ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９８＋１２１：５８．９７ １４．１

２３ オエドニホンバシ 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 岡田牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ３０５．３�
６１１� ア ル マ ー ジ 牝３栗 ５４ 田中 勝春畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 ４８８＋１２１：５９．３２� ２７．０�
３５ � イケグットフェロー 牝３栗 ５４ 江田 照男池田 豊治氏 古賀 一隆 門別 福山牧場 ４２０－ ２２：００．２５ ４１６．５
２４ ディーパーブレイズ 牝３鹿 ５４

５２ △津村 明秀�ターフ・スポート笹倉 武久 浦河 上山牧場 ４２０－１２２：００．３クビ ２９４．８�
１２ ヤクモコンドル 牝３鹿 ５４

５１ ▲塚田 祥雄�山崎牧場 加賀 武見 八雲 山崎牧場 ４２２－１０２：００．４� ４９３．７�
１１ � クルミチャン 牝３鹿 ５４ D．バルジュー瀬谷 �雄氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ５１６－ ２２：００．５クビ １６．７�

（伊）

６１２� ブライティアシーズ 牝３青鹿５４ 柴田 善臣小林 昌志氏 清水 利章 新冠 新冠橋本牧場 ４３２－ ８２：００．８２ １８．０�
３６ トミケンソリッド 牝３黒鹿 ５４

５２ △丹内 祐次冨樫 賢二氏 秋山 雅一 浦河 金成吉田牧場 ４４６－１４２：０２．９大差 ６８．７�

（１５頭）
５９ クールダンサー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司川上 哲司氏 坂本 勝美 三石 沖田 博志 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２０，６１０，３００円 複勝： ２２，８９５，２００円 枠連： ３１，４１１，３００円

普通馬連： ９４，７３６，９００円 馬単： ９７，０４９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０１０，４００円

３連複： １１５，３４４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４０８，０５８，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � ２２０円 枠 連（４－７） ３００円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ５００円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０６１０３ 的中 � ６４２３７（１番人気）
複勝票数 計 ２２８９５２ 的中 � ５８０００（２番人気）� ６２０４１（１番人気）� １８１６２（４番人気）
枠連票数 計 ３１４１１３ 的中 （４－７） ７７５５２（１番人気）
普通馬連票数 計 ９４７３６９ 的中 �� １７３８９８（１番人気）
馬単票数 計 ９７０４９３ 的中 �� ９３７３７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０１０４ 的中 �� ４４６０９（１番人気）�� １１３９７（４番人気）�� １０５９６（５番人気）
３連複票数 計１１５３４４８ 的中 ��� ７１５５７（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１２．６―１２．９―１３．３―１３．０―１２．９―１２．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３６．８―４９．７―１：０３．０―１：１６．０―１：２８．９―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３８．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

エイダイタカラブネ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００５．１１．２７ 東京２着

２００３．５．１３生 牝３芦 母 ユキノサンライズ 母母 サリユウジヨウ ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔出走取消〕 クールダンサー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディーパーブレイズ号・クルミチャン号・ブライティアシーズ号・トミケンソリッド号は，平成１８年２月

１５日まで平地競走に出走できない。
イケグットフェロー号・ヤクモコンドル号は，平成１８年３月１５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 シンハルカジョウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０００６３ １月１５日 晴 不良 （１８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）

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

７１４� マイネルシュピール 牡３黒鹿５６ D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 田中 清隆 英 Mrs S. F.
Dibben ５１０－ ６１：５６．０ ２．９�

（伊）

２３ � アルスボヘミアン 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳池田 正孝氏 河野 通文 門別 川島 貞二 ４９２－１４１：５６．８５ ２．４�
４７ � スプリングピオリア 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一加藤 春夫氏 和田 正道 静内 三宅牧場 ４４８＋ ４１：５７．８６ ２７．４�
５９ � ダノンバディ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣�ダノックス 小島 太 愛 Ballylinch

Stud ４８２－ ２１：５８．１２ ３．８�
５１０� クリノダグラス 牡３黒鹿５６ 山口 竜一栗本 博晴氏 萱野 浩二 新冠 ハクツ牧場 ４５０－１０１：５８．２	 ５９４．９�

（北海道）

７１３ ハタノスティング 牡３青鹿５６ 小林 淳一 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド
ラック・ファーム ４７０＋２０ 〃 アタマ ９．９	

１２ � ライブリチチカカ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎加藤 哲郎氏 沢 峰次 厚真 大川牧場 B４５０＋ ４１：５８．３クビ １１４．０

３５ � タケショウサクラ 牝３鹿 ５４ 石神 深一�ナイト商事 矢野 照正 様似 山口 幸雄 ４１０－ ６１：５８．７２
 ３５８．９�
２４ ピュアウインド 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝ディアレスト 柄崎 孝 浦河 中神牧場 ４４６＋ ２１：５８．８	 １７０．８�
８１５� メイプレンピーチ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松岡 正海�ミルファーム 小島 茂之 新冠 堤 牧場 ４４２＋ ２２：０１．４大差 ４１．４
４８ � テントゥワン 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４３８－ ６２：０１．５
 １３２．７�
８１６�� ノボライトニング 牡３芦 ５６ 村田 一誠�池ばた 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 ４６６＋１０２：０１．７１
 ６７．０�
６１２� アクヤクダイスター 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲南田 雅昭栗嶋 豊明氏 南田美知雄 静内 荒谷 英俊 ４６２＋ ６２：０２．８７ ２６６．８�

１１ レプリゼント 牡３鹿 ５６ 江田 照男�佐藤牧場 中島 敏文 浦河 クレイドルファーム ４８４± ０２：０３．４３
 ５７４．１�
（法６３４）

３６ ナンヨーノアイ 牝３青鹿５４ 中舘 英二中村 �也氏 小西 一男 浦河 梅田牧場 ４３２＋ ２２：０４．２５ ９４．５�
６１１� ラインハルト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也大澤 繁昌氏 根本 康広 新冠 若林牧場 ４５４－ ２２：０４．８３
 １５３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，９４９，４００円 複勝： ２３，７５６，５００円 枠連： ３８，７８３，５００円

普通馬連： １０６，０３９，９００円 馬単： １２４，４６１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，０２０，９００円

３連複： １４０，５０７，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４８６，５１９，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ４００円 枠 連（２－７） ２７０円

普通馬連 �� ３１０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ８８０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２９４９４ 的中 � ６４２８５（２番人気）
複勝票数 計 ２３７５６５ 的中 � ４８９９０（２番人気）� ７９０４０（１番人気）� ８８３５（５番人気）
枠連票数 計 ３８７８３５ 的中 （２－７） １０７０５９（１番人気）
普通馬連票数 計１０６０３９９ 的中 �� ２５４００７（１番人気）
馬単票数 計１２４４６１７ 的中 �� １３９７９２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３００２０９ 的中 �� ５９１３３（１番人気）�� ６９５６（８番人気）�� ７２８１（７番人気）
３連複票数 計１４０５０７６ 的中 ��� ４８９１７（５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１２．５―１２．６―１２．４―１２．６―１３．５―１３．８―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．４―３６．９―４９．５―１：０１．９―１：１４．５―１：２８．０―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．１―３F４１．５
１
３
３（７，９，１３）（６，１４）－１１，１０（１５，１６）８（１，２，１２）－５－４
３（７，９）１４，１３－６，１０－（１６，２）８（１５，１２）－５，１－４－１１

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

勝馬の
紹 介

�マイネルシュピール �
�
父 Singspiel �

�
母父 Marju デビュー ２００５．１１．１３ 東京２着

２００３．４．１８生 牡３黒鹿 母 Elegant 母母 Braneakins ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイプレンピーチ号・テントゥワン号・ノボライトニング号・アクヤクダイスター号・レプリゼント号・

ナンヨーノアイ号・ラインハルト号は，平成１８年２月１５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 メジログレイブス号
（非抽選馬） １頭 ワインアドバイザー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０００６４ １月１５日 晴 重 （１８中山１）第６日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１１� スマートフレンズ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝大川 徹氏 田村 康仁 門別 野島牧場 ４３０ ―１：１２．８ ４．０�

７１２ ロードフィーバー 牡３鹿 ５６ D．バルジュー �ロードホースクラブ 加藤 征弘 三石 幌村牧場 ４９６ ―１：１３．９７ ２．７�
（伊）

６１０� バッドフォーチュン 牡３鹿 ５６
５３ ▲吉田 隼人西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 安藤牧場 ４３６ ―１：１４．０� ５．２�

４６ � エフテークリニック 牡３鹿 ５６ 木幡 初広深野 茂雄氏 根本 康広 三石 前田 宗将 ５４４ ―１：１４．４２	 ６．９�
５７ � スカイヴォイジャー 牡３黒鹿５６ 穂苅 寿彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４８４ ―１：１４．７１� ２４．８�
３３ ローテローゼ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�ミルファーム 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４２０ ―１：１５．１２	 １８．５	
４５ ディスティニーワン 牝３黒鹿５４ 北村 宏司畑佐 博氏 坂本 勝美 新冠 中地 茂美 ４６６ ― 〃 クビ １０．８

５８ マルタカギャラン 牡３鹿 ５６

５４ △丹内 祐次高橋 義和氏 清水 美波 静内 平井牧場 ４４０ ―１：１５．９５ ６０．６�
２２ 
 スプリームスー 牝３栗 ５４ 小野 次郎泉 俊二氏 柴田 政人 愛 S. Izumi ４３２ ―１：１６．７５ ２８．９�
３４ � ニットウナデシコ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二藤井 謙氏 和田 正道 浦河 日東牧場 ４５２ ―１：１７．５５ １７３．０
１１ � ダイワフルーレ 牝３鹿 ５４ 山口 竜一大城 敬三氏 嶋田 功 静内 出羽牧場 ４４８ ―１：１７．８２ ３１７．９�

（北海道）

６９ � エイシンヒロイン 牝３鹿 ５４ 吉田 豊平井 豊光氏 戸田 博文 浦河 栄進牧場 ４２８ ―１：１８．５４ ４４．２�
８１３
 グラスブロード 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司半沢� 尾形 充弘 米 ClassicStar ４７２ ―１：２０．９大差 ８８．９�
８１４� ド ウ ケ イ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春国光 正憲氏 小林 常泰 浦河 三好牧場 ４４２ ― （競走中止） ４９．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，５６９，３００円 複勝： ２１，４２８，５００円 枠連： ３８，６８４，９００円

普通馬連： １０３，５０５，４００円 馬単： １０５，４５２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３３６，５００円

３連複： １２５，９０７，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４４１，８８４，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（７－７） ５６０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ４１０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０５６９３ 的中 � ４１０５４（２番人気）
複勝票数 計 ２１４２８５ 的中 � ３７２３７（２番人気）� ５４８７０（１番人気）� ３６４４３（３番人気）
枠連票数 計 ３８６８４９ 的中 （７－７） ５１５０８（３番人気）
普通馬連票数 計１０３５０５４ 的中 �� １２７８６１（１番人気）
馬単票数 計１０５４５２５ 的中 �� ６０８６８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３３６５ 的中 �� ２３８７９（２番人気）�� １４６４７（４番人気）�� ２５０１３（１番人気）
３連複票数 計１２５９０７４ 的中 ��� １１７０２０（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．５―１２．５―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．２―３４．７―４７．２―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スマートフレンズ �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 ダンシングブレーヴ 初出走

２００３．３．３０生 牡３鹿 母 ロッチラヴウインク 母母 ロ ツ チ ア イ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ドウケイ号は，向正面で異常歩様となったため３コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 ドウケイ号は，向正面で異常歩様となったことについて調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンヒロイン号・グラスブロード号は，平成１８年２月１５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０００６５ １月１５日 晴 重 （１８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

８１６� バトルサクヤビメ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一宮川 秋信氏 佐藤 吉勝 静内 白老ファーム ４５２－ ２１：３７．０ ９．５�

５９ パリサンジェルマン 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳渡邊 隆氏 手塚 貴久 浦河 三好牧場 ４６６＋ ２１：３７．２１� １７．３�
６１２� ナチュラルウィン 牡３青鹿５６ D．バルジュー吉田 勝己氏 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ４１：３７．４１� ２．７�

（伊）

３５ � ジェネスタキオン 牝３芦 ５４ 柴田 善臣山口 真吾氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８２－ ４１：３７．７２ ３．２�
５１０� キングオブパンサー 牡３青 ５６ 田中 勝春浜野順之助氏 沢 峰次 浦河 久保牧場 ４４８－ ２１：３７．８� ６．１�
３６ � レディフライト 牝３鹿 ５４

５３ ☆松岡 正海 �ロードホースクラブ 的場 均 三石 ケイアイファーム ４２６± ０ 〃 アタマ １２０．４�
８１５ マルブツプリンス 牡３芦 ５６

５３ ▲大野 拓弥大澤 毅氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 ４７０－ ２１：３８．０１� ３３．５	
７１３� マイネルシェルツ 牡３栗 ５６ 山口 竜一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 嶋田 功 浦河 
桁牧場 ４６２＋ ４ 〃 ハナ １３７．０�
（北海道）

１２ リリコスピント 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�ミルファーム 菊川 正達 門別 ナカノファーム ４６４－ ８ 〃 ハナ １６．８
７１４� モエロキアイダ 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮村上 正喜氏 古賀 史生 青森 村上 幹夫 ５００± ０ 〃 アタマ ７８．１�
１１ プラジェラート 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：３８．２１ １３．０�
４７ � ニューイザナミ 牝３栗 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ３９４－ ６１：３８．４１� ３７．３�
２４ ロードオブワン 牡３黒鹿５６ 江田 照男田中 昇氏 武藤 善則 静内

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４７２－ ４１：３８．６１� １３４．６�
４８ � ピアストウショウ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎トウショウ産業� 中島 敏文 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４２４－ ２１：３８．８１� ４５４．７�
６１１ イイデサウンド 牝３鹿 ５４

５２ △丹内 祐次 �アールエスエーカントリ池上 昌弘 静内 西川富岡牧場 ４２６－１２１：３９．７５ ２７２．５�
２３ スノーバレー 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太泉 俊二氏 小桧山 悟 静内 原 達也 ４５２－ ４１：４０．０２ ７７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，０６０，８００円 複勝： ２９，９９３，４００円 枠連： ４３，０９０，７００円

普通馬連： １２７，８６２，７００円 馬単： １２９，９７１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，７０７，０００円

３連複： １６３，４６５，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５５４，１５１，３００円

払 戻 金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ２６０円 � ３９０円 � １３０円 枠 連（５－８） １，５５０円

普通馬連 �� ５，９９０円 馬 単 �� １０，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� ５２０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ５，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４０６０８ 的中 � １９９９３（４番人気）
複勝票数 計 ２９９９３４ 的中 � ２５７９１（４番人気）� １４９３０（７番人気）� ８９８４０（１番人気）
枠連票数 計 ４３０９０７ 的中 （５－８） ２０５４６（９番人気）
普通馬連票数 計１２７８６２７ 的中 �� １５７５６（２１番人気）
馬単票数 計１２９９７１６ 的中 �� ８８３８（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５７０７０ 的中 �� ４２６２（２３番人気）�� １７９９４（４番人気）�� １１４１０（８番人気）
３連複票数 計１６３４６５１ 的中 ��� ２３９５５（１６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．２―１２．１―１２．０―１２．０―１１．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．１―３６．３―４８．４―１：００．４―１：１２．４―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．６

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

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

�バトルサクヤビメ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Secreto デビュー ２００６．１．５ 中山２着

２００３．６．３生 牝３黒鹿 母 ローランロード 母母 Lady May ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 プレステージピット号
（非抽選馬） １頭 キープユアスマイル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０００６６ １月１５日 晴 重 （１８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 （芝・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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

１１ タイキティアラ 牝３鹿 ５４
５１ ▲吉田 隼人�大樹ファーム 後藤 由之 大樹 大樹ファーム ４０８ ―１：５４．１ ５．４�

８１０ ダイワバゼラード 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４６８ ―１：５４．２� １．６�
２２ � アリマプラウド 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮有馬 博文氏 加藤 和宏 門別 長谷川 一男 ４６２ ―１：５４．３� ９．９�
８９ �	 スキップクララ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広ディアレスト 佐々木亜良 平取 船越 伸也 ４１６ ―１：５４．８３ ５４．９�
３３ �	 ハセノオリヒメ 牝３鹿 ５４ 江田 照男長谷川�一氏 大江原 哲 浦河 濱田牧場 ４５６ ― 〃 クビ ３９．３�
５５ � スカイブルー 
３黒鹿５６ 穂苅 寿彦�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 ４７２ ―１：５４．９クビ ６１．６�
７７ � カ ツ ホ マ レ 牡３黒鹿 ５６

５４ △丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４４６ ―１：５５．０� １０．６	
７８ 	 マイネオードリー 牝３鹿 ５４

５２ △津村 明秀 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 浦河 富菜牧場 ４００ ― 〃 クビ ８．５�

６６ � キャプテンツヨシ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一折手 邦雄氏 上原 博之 三石 折手牧場 ５３４ ―１：５５．５３ ３０．１�
４４ � タカトモゴールド 牡３栗 ５６

５５ ☆石橋 脩�橋 顕輔氏 大和田 稔 宮城 高友産業 ４２２ ―１：５５．７１� ８７．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２６，３２６，５００円 複勝： １８，５８３，３００円 枠連： ２７，０６２，１００円

普通馬連： ９４，３４１，３００円 馬単： １３３，８６８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４４６，５００円

３連複： １２６，８０６，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４５１，４３４，８００円

払 戻 金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １４０円 � １００円 � １６０円 枠 連（１－８） ３９０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ４６０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６３２６５ 的中 � ３９１１８（２番人気）
複勝票数 計 １８５８３３ 的中 � ２８５０９（２番人気）� ７１４４３（１番人気）� ２３３５４（３番人気）
枠連票数 計 ２７０６２１ 的中 （１－８） ５１９０５（２番人気）
普通馬連票数 計 ９４３４１３ 的中 �� １６５２０７（１番人気）
馬単票数 計１３３８６８５ 的中 �� ７８４２０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４４６５ 的中 �� ３０３７１（１番人気）�� １１４２１（５番人気）�� ２５９８３（２番人気）
３連複票数 計１２６８０６６ 的中 ��� １１９５３３（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２５．９―３９．４―５２．８―１：０５．７―１：１８．４―１：３０．４―１：４１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイキティアラ �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 メジロライアン 初出走

２００３．３．２６生 牝３鹿 母 タイキレディ 母母 レディウィンダーメア １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



０００６７ １月１５日 晴 重 （１８中山１）第６日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６８ �� キャスティング 牡３鹿 ５６ 田中 勝春谷口 貞保氏 河野 通文 新冠 カミイスタット ５０２＋ ２１：５４．０ １２．３�

６７ � フレンチウォリアー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０２－１２１：５４．１� ５．２�
５５ � ピースオブレグルス 牡３芦 ５６ 山口 竜一阿部榮乃進氏 原 孝明 厚真 阿部 栄乃進 ４５８－ ６ 〃 クビ ７．３�

（北海道） （北海道）

８１２ ケイアイテイメント 牡３栗 ５６ 中舘 英二亀田 守弘氏 秋山 雅一 静内 静内酒井牧場 ５１２＋ ４１：５５．０５ １６．４�
７９ � クラシックスタイル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝丸岡 啓一氏 菊川 正達 門別 ナカノファーム ４７２＋ ８１：５５．３２ １６．４�
７１０� アルカライズ 牡３青鹿５６ 菊沢 隆徳 �社台レースホース奥平 真治 白老 白老ファーム ４８０＋ ２１：５５．５１	 ３４．７�
４４ � マイイージス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊田中 昇氏 奥平 雅士 門別 前川ファーム ５４６± ０ 〃 クビ １．７	
１１ �� オリオンザシュネル 牡３栗 ５６ 柴田 善臣日浦 桂子氏 根本 康広 三石 大塚牧場 ４７８－ ４ 〃 ハナ １７．６

５６ � ニシノインピッシュ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司西山 茂行氏 菅原 泰夫 鵡川 西山牧場 ４４２－ ２１：５６．０３ １２９．４�
８１１ トーヨーハヤテ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�トーヨークラブ 中島 敏文 門別トーヨークラブ北海道支店 ４４８－ ４１：５６．３１
 ３８．４�
２２ � ケイコアデージョ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹小林けい子氏 尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４２８－ ２１：５７．６８ ５８．７
３３ � マンマミーア 牡３芦 ５６

５３ ▲吉田 隼人 �天羽�治牧場 堀井 雅広 門別 小西 章 ４７６－１０１：５７．９１
 ２０１．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３３，７０１，６００円 複勝： ３２，１０７，９００円 枠連： ４０，０９７，５００円

普通馬連： １６７，５３２，６００円 馬単： １７７，０９４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，７５７，８００円

３連複： １９４，６９８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ６８５，９９０，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ２７０円 � １９０円 � ２２０円 枠 連（６－６） ２，８４０円

普通馬連 �� ２，４５０円 馬 単 �� ６，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� １，１４０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ５，２７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３３７０１６ 的中 � ２１７００（４番人気）
複勝票数 計 ３２１０７９ 的中 � ２９０２７（４番人気）� ４８９４４（２番人気）� ３８９５２（３番人気）
枠連票数 計 ４００９７５ 的中 （６－６） １０４５２（１０番人気）
普通馬連票数 計１６７５３２６ 的中 �� ５０５２７（８番人気）
馬単票数 計１７７０９４２ 的中 �� ２０２３８（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０７５７８ 的中 �� １２５４４（８番人気）�� ８５２９（１３番人気）�� １８３９２（５番人気）
３連複票数 計１９４６９８８ 的中 ��� ２７２８８（２０番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．０―１３．３―１３．３―１２．２―１１．９―１２．４―１２．６―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．４―３７．７―５１．０―１：０３．２―１：１５．１―１：２７．５―１：４０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
キャスティング �

�
父 サニーブライアン �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００５．９．１１ 札幌７着

２００３．４．１１生 牡３鹿 母 フミノプロキオン 母母 フミノルーマン ５戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０００６８ １月１５日 晴 重 （１８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）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１７．１２．１７以降４（３）歳５００・５（４）歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１
着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１４ パ レ ス ド ン 牡４鹿 ５６
５３ ▲南田 雅昭西村 豊氏 南田美知雄 平取 清水牧場 ５５２＋１２１：１１．８ ２９．５�

７１３ アルバレスト 牡４青鹿５６ 柴山 雄一吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４７８＋１４ 〃 ハナ ４．７�
５９ � バニヤンゴスペル 牝４鹿 ５４ 後藤 浩輝津村 靖志氏 石毛 善彦 米 Green

Gates Farm ４５２＋１２ 〃 クビ １８．８�
１１ �	 サキノリュウオー 牡４鹿

５６
５４ △丹内 祐次�原 富夫氏 大和田 稔 三石 信田牧場 ４８４＋ ８１：１１．９クビ ５５．１�

３６ � ケンコウヘイロー 牡４黒鹿５６ 中舘 英二志田 晃一氏 岩戸 孝樹 静内 八田ファーム ５０４－ ２１：１２．１１
 ４．９�
２３ � メルボルンシチー 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 豪 Segenhoe

Stud ４７６＋ ２１：１２．４１� ５．８	
３５ ソフトパワー 牡４鹿 ５６ 北村 宏司中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別トヨサトアライファーム ４９６＋ ８ 〃 ハナ ９．１

４８ � ペイルローズ 牝５栗 ５５ 柴田 善臣�ターフ・スポート高橋 祥泰 三石 土田農場 B５１４＋ ４１：１２．７１� ２．７�
６１１�	 ハイフレンドバリア 牝６黒鹿５５ 小林 淳一�橋 顕輔氏 富田 一幸 新冠 新冠橋本牧場 ５０４＋４７１：１３．２３ ９４．０
６１２ ウエスタンリピート 牝４黒鹿５４ 鈴来 直人西川 賢氏 平井 雄二 静内 北西牧場 ４２０＋ ４１：１３．３� ２４０．４�
１２ 	 シズノオダマキ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹石橋 英郎氏 高橋 義博 浦河 村下農場 ４２６＋１０１：１３．６２ １８５．９�
４７ フラワーレインボー 牝４鹿 ５４ 菊沢 隆徳志賀加代子氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４０＋ ８１：１３．７クビ ３０．３�
８１５� マイネルジェダイト 牡４鹿 ５６ 山口 竜一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 林 孝輝 ４９０＋１４１：１４．１２� ２９８．８�
（北海道）

５１０ ナンヨーアルトラブ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広中村 �也氏 加藤 修甫 浦河 梅田牧場 ４７２＋ ６ 〃 クビ ２１６．０�
８１６�	 リターンケープ 牝４栗 ５４ 郷原 洋司山科 統氏 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 ４３４－１６１：１４．４１� ７９．３�
２４ 	 スプリームワンダー 牡５栗 ５７ 大庭 和弥�大北牧場 阿部 新生 浦河 大北牧場 ４９０＋２７１：１４．９３ ４１８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，３９７，５００円 複勝： ３４，１３５，４００円 枠連： ４７，７６４，４００円

普通馬連： １８４，３６７，５００円 馬単： １６７，２７６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，４０８，６００円

３連複： ２１０，８６４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ７１５，２１４，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２，９５０円 複 勝 � ５７０円 � ２００円 � ５２０円 枠 連（７－７） ４，６８０円

普通馬連 �� ４，９６０円 馬 単 �� １２，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６２０円 �� ４，１１０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ２２，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８３９７５ 的中 � ７６１０（７番人気）
複勝票数 計 ３４１３５４ 的中 � １３７７５（７番人気）� ５８５０６（２番人気）� １５４１９（６番人気）
枠連票数 計 ４７７６４４ 的中 （７－７） ７５４７（１３番人気）
普通馬連票数 計１８４３６７５ 的中 �� ２７４４９（１７番人気）
馬単票数 計１６７２７６３ 的中 �� ９５７９（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２４０８６ 的中 �� ６５０５（１８番人気）�� ２４９４（３４番人気）�� ６８８８（１６番人気）
３連複票数 計２１０８６４８ 的中 ��� ７０６４（５９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．３―１１．８―１２．３―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３４．０―４５．８―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ レ ス ド ン �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Premiership デビュー ２００４．１２．１８ 中山８着

２００２．３．２８生 牡４鹿 母 プライムタイムサンデー 母母 Sunday Sucree ９戦２勝 賞金 １３，１５０，０００円
〔騎手変更〕 リターンケープ号の騎手石神深一は，第３競走での入線後の落馬負傷のため郷原洋司に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アスキットアジュ号・ジパングエンジェル号・シンボリロイヤルズ号・ブーゲンビリア号・ボトムフィッシャー号・

ヤマニンペルセウス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０００６９ １月１５日 晴 重 （１８中山１）第６日 第９競走 ��
��２，０００�

し の の め

東 雲 賞
発走１４時２５分 （芝・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１７．１２．１７以降４（３）歳１，０００・５（４）歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の
１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

４４ �� コスモテナシャス 牡５鹿 ５７ 松岡 正海岡田美佐子氏 相沢 郁 早来 吉田牧場 B４６４＋ ６２：０１．６ １２．８�

２２ � カ ノ ン 牡６鹿 ５７ 嘉藤 貴行 �サンデーレーシング 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ４ 〃 クビ ３２．２�
８１１ コンドルクエスト 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４６８± ０２：０１．８１	 １．９�
７９ 
 ウェルシュステラ 牝７栗 ５５ D．バルジューサウスニア� 高市 圭二 愛 Orpendale ５０４－ ２２：０２．２２� ７．９�

（伊）

８１０
 アイアムザチャンプ 牡５青鹿５７ 木幡 初広堀 紘一氏 杉浦 宏昭 米 Dr. Kirk
Shiner ４９０－ ４ 〃 ハナ ６．８�

６７ 
 エイシンサリヴァン 牡４芦 ５６ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 米 Hermitage
Farm LLC ４９２－ ６ 〃 ハナ ８．３	

１１ �� リ ン ド ー ロ 牡６黒鹿５７ 二本柳 壮伊藤 信之氏 嶋田 功 門別 山際 辰夫 ４７８－ ２２：０２．３クビ １２．４

３３ � スペシャルバッハ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B５１８－ ８ 〃 クビ １９．１�
６６ � ジョリーノエル 牝４黒鹿５４ 柴田 善臣 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４９６－１２２：０２．６２ １３．４�
５５ トーセンビーイング 牡８鹿 ５７ 田中 勝春島川 哉氏 �田 研二 浦河 笠松牧場 ４５８－ ６２：０３．３４ ７８．２�
７８ � ユーワキングストン �７鹿 ５７ 中舘 英二�ユーワ 小林 常泰 三石 タガミファーム ４６６＋１２２：０３．８３ １０８．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３９，５２３，９００円 複勝： ４５，５２９，８００円 枠連： ５４，５９９，８００円

普通馬連： ２４５，９４６，８００円 馬単： １８１，２８７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，０９５，７００円

３連複： １７８，６７６，３００円 ３連単： ５３２，３２８，０００円 計： １，３２８，９８７，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ２９０円 � ５９０円 � １３０円 枠 連（２－４） １４，９００円

普通馬連 �� １２，４１０円 馬 単 �� ２５，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７５０円 �� ４９０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ９，７７０円 ３ 連 単 ��� ９４，８８０円

票 数

単勝票数 計 ３９５２３９ 的中 � ２４３４６（６番人気）
複勝票数 計 ４５５２９８ 的中 � ３２９３９（６番人気）� １３９２９（９番人気）� １５２５１３（１番人気）
枠連票数 計 ５４５９９８ 的中 （２－４） ２７０６（２４番人気）
普通馬連票数 計２４５９４６８ 的中 �� １４６３２（３５番人気）
馬単票数 計１８１２８７２ 的中 �� ５２３０（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１０９５７ 的中 �� ４３２６（３３番人気）�� ２８０６８（５番人気）�� ８９８５（１８番人気）
３連複票数 計１７８６７６３ 的中 ��� １３５０１（３５番人気）
３連単票数 計５３２３２８０ 的中 ��� ４１４１（２８５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１３．２―１２．５―１２．０―１１．９―１１．７―１１．６―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．０―３７．２―４９．７―１：０１．７―１：１３．６―１：２５．３―１：３６．９―１：４８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．３
１
３
２，３－６（４，８）１１，１，１０（７，９）５
２，３（４，６）１１（８，１０）１（７，９）５

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

勝馬の
紹 介

�
�
コスモテナシャス �

�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 ワカオライデン デビュー ２００３．７．１９ 新潟１３着

２００１．５．２１生 牡５鹿 母 ツキノマイヒメ 母母 グランドプリマ ３１戦５勝 賞金 ８７，４１８，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０００７０ １月１５日 晴 重 （１８中山１）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�ジャニュアリーステークス

発走１５時００分 （ダート・右）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下，１７．１．１５以降１８．１．９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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

６１２� リンガスローレル 牝７鹿 ５５ 柴田 善臣伊藤 巖氏 境 征勝 静内 三木田 頼嗣 ４８４＋ ８１：１０．０ １６．８�

５１０ ワンダーヴィボ 牡８青鹿５５ 菊沢 隆徳山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 尾野 一義 ５４８－ ４ 〃 クビ ４４．８�
８１５ メイショウセブン 牡６鹿 ５４ 田中 勝春松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 辻 牧場 ５０８－１０１：１０．３２ ４７．８�
１２ リーピンスイーパー 牡４栗 ５４ 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 長浜 博之 門別 白井牧場 ４５６－ ２ 〃 アタマ １５．５�
１１ �� モエレアドミラル 牡４栗 ５４ D．バルジュー中村 和夫氏 小島 太 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８２－ ４１：１０．６１	 ６．２�
（伊）

２３ 
 ケイアイカールトン 牡４鹿 ５４ 後藤 浩輝亀田 守弘氏 松山 康久 米
H. J. Hendricks,
Roger Justice &
Rick Littrell

５０６－ ４１：１０．７クビ ５．４�
４８ � ナリタキセキボーイ 牡７栗 ５７ 山口 竜一山路 秀則氏 萱野 浩二 浦河 本巣 敦 ５４４＋１０ 〃 クビ ２１．２	

（北海道）

３６ ジョウノデイリー 牡６栗 ５５ 柴山 雄一小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４８６－ ２１：１０．８クビ ２３．３

８１６ マルカフレンチ 牡４鹿 ５６．５ 武 幸四郎河長産業� 瀬戸口 勉 えりも 能登 浩 ５２４± ０ 〃 同着 ２．１�
４７ サンライズビート 牡７栗 ５５ 小野 次郎松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ５０４－ ６１：１０．９� ２０．０�
５９ � パラダイスリヴァー 牡８鹿 ５４ 郷原 洋司 高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新冠 柏木 一則 ５００＋ ２１：１１．０� ２３５．９�
２４ ヴィフォルテ 牝４黒鹿５１ 塚田 祥雄窪田 康志氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ５２０＋ ６１：１１．３１	 ３９．４�
６１１ コアレスデジタル 牡６鹿 ５４ 勝浦 正樹小林 昌志氏 蛯名 信広 門別 ビラトリファーム ５０２＋ ２１：１１．４� ３３．１�
３５ � ストラスアイラ 牡４鹿 ５３ 吉田 豊田原 邦男氏 小島 茂之 門別 荒井ファーム ４９６＋２８１：１１．５� ７１．８�
７１３ ゼンノエキスプレス 牡４栗 ５３ 小林 淳一大迫久美子氏 土田 稔 静内 カタオカステーブル ４７８± ０１：１１．７１ １１３．８�
７１４ パレスエベレスト 牡４栗 ５３ 江田 照男西村 豊氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 ４４６＋ ２１：１３．７大差 ３１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５３，８５１，９００円 複勝： ６５，３０８，５００円 枠連： ９７，６７４，６００円

普通馬連： ４８５，８３６，２００円 馬単： ２９２，９２２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ８９，４５８，５００円

３連複： ３４６，３２５，５００円 ３連単： ８４１，０１７，０００円 計： ２，２７２，３９５，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，６８０円 複 勝 � ３９０円 � ８４０円 � １，１４０円 枠 連（５－６） ９，０１０円

普通馬連 �� ２９，６７０円 馬 単 �� ５１，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７９０円 �� ５，７８０円 �� ７，９００円

３ 連 複 ��� １９５，２６０円 ３ 連 単 ��� １，１８４，４９０円

票 数

単勝票数 計 ５３８５１９ 的中 � ２５２９５（５番人気）
複勝票数 計 ６５３０８５ 的中 � ４８２０８（４番人気）� １９９２３（９番人気）� １４３０４（１２番人気）
枠連票数 計 ９７６７４６ 的中 （５－６） ８００５（２８番人気）
普通馬連票数 計４８５８３６２ 的中 �� １２０８８（６１番人気）
馬単票数 計２９２９２２８ 的中 �� ４２３３（１１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８９４５８５ 的中 �� ４６１０（５０番人気）�� ３８１０（５４番人気）�� ２７７９（７１番人気）
３連複票数 計３４６３２５５ 的中 ��� １３０９（３０６番人気）
３連単票数 計８４１０１７０ 的中 ��� ５２４（１７２０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．０―１１．８―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．２―４５．０―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．８
３ ３（１４，１５）１６，１（２，１２）－８（４，１０）（６，１１）（５，１３）７，９ ４ ３（１５，１６）１２，２（１，１０）（１４，８）（４，１１）６（５，７，１３）９

勝馬の
紹 介

�リンガスローレル �
�
父 サクラローレル �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００１．１２．１ 中山４着

１９９９．４．２７生 牝７鹿 母 リンガスマドンナ 母母 ロードマドンナ ４４戦６勝 賞金 ２０６，２１７，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 リーピンスイーパー号の騎手木幡初広は，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１００，０００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） ７頭 アティーナラビット号・サンドクリーク号・シベリアンホビー号・ショーストッパー号・ダイワフォーチュン号・

ニシノツルギ号・リメンバードリーム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０００７１ １月１５日 晴 稍重 （１８中山１）第６日 第１１競走 ��
��２，０００�第４６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，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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

５５ � ジャリスコライト 牡３栗 ５６ 北村 宏司吉田 和美氏 藤沢 和雄 米
Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

４８４＋ ２２：０３．２ １．３�

２２ � トウショウシロッコ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４６８± ０２：０３．４１	 ２１．８�

４４ � ネヴァブション 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎�ピーアンドピー伊藤 正徳 新冠 早田牧場新
冠支場 ４７８－ ４２：０３．６１	 １２．２�

３３ � シベリアンヒート 牡３芦 ５６ 柴山 雄一藤田与志男氏 堀井 雅広 米
Gaines－Gentry Thor-
oughbreds, Scott Pierce
& Omar Trevino

５０４－ ８ 〃 アタマ ３０．７�
８１１� ディープウイング 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝深見 富朗氏 山内 研二 静内 フジワラフアーム ４８６＋１４２：０３．８１	 ９．５�
１１ 
 マイネルグロリアス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柄崎 孝 三石 田中 春美 ５０８＋ ６ 〃 クビ ３４．６�
７９ アンバージャック 牡３栗 ５６ 小野 次郎	日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ５１０＋１４２：０４．１１� １０９．１

６７ � ニシノアンサー 牡３栗 ５６ 菊沢 隆徳西山 茂行氏 奥平 真治 鵡川 西山牧場 ４８２＋ ４２：０４．２� ７．１�
８１０ リネンヤクシン 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 門別 白井牧場 ４９０＋ ４２：０４．４１	 １７４．５�
６６

�


 モエレフェンリル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田中 由子氏 二ノ宮敬宇 三石 城地 和義 ４７６＋ ４ 〃 クビ ４４．７

７８ �
 スマートバイパー 牡３鹿 ５６ D．バルジュー大川 徹氏 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５１０－ ８２：０５．５７ ５４．２�
（伊）

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１５，０５４，５００円 複勝： ９３，５３８，１００円 枠連： １２９，４３８，４００円

普通馬連： ７８３，０１２，５００円 馬単： ７０３，３８４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４４，１２４，４００円

３連複： ５１２，３９５，１００円 ３連単： １，８８９，６０２，４００円 計： ４，３７０，５５０，０００円

払 戻 金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � ２６０円 � １８０円 枠 連（２－５） １，０７０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ２５０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� ５，４１０円

票 数

単勝票数 計１１５０５４５ 的中 � ７０３１８４（１番人気）
複勝票数 計 ９３５３８１ 的中 � ４２７８０４（１番人気）� ５５２９０（５番人気）� １０２９５８（３番人気）
枠連票数 計１２９４３８４ 的中 （２－５） ８９４８５（４番人気）
普通馬連票数 計７８３０１２５ 的中 �� ５７０２０２（４番人気）
馬単票数 計７０３３８４６ 的中 �� ４２１１７２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４４１２４４ 的中 �� ９４５０２（４番人気）�� １６６０７８（２番人気）�� ３３３４１（１２番人気）
３連複票数 計５１２３９５１ 的中 ��� ２１８９５２（５番人気）
３連単票数 計１８８９６０２４ 的中 ��� ２５７９９１（１４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１３．１―１３．０―１３．０―１２．２―１２．５―１１．９―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３６．８―４９．８―１：０２．８―１：１５．０―１：２７．５―１：３９．４―１：５０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ジャリスコライト �
�
父 Fantastic Light �

�
母父 Chief’s Crown デビュー ２００５．１０．９ 東京１着

２００３．２．２２生 牡３栗 母 Chancey Squaw 母母 Allicance ４戦３勝 賞金 ７８，７７７，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０００７２ １月１５日 晴 稍重 （１８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）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１７．１２．１７以降４（３）歳１，０００・５（４）歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の
１着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１４ スピニングノアール 牡５栗 ５７ 木幡 初広畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６８＋ ２１：０８．７ ４．９�

３４ � ローランジェネルー 牡５鹿 ５７ D．バルジュー斉藤 敏博氏 畠山 吉宏 英
G. Strawbridge and
London Thorough-
bred Services Ltd

５１６± ０１：０９．０２ ９．１�
（伊）

２２ ウインドヴェイン 牝６鹿 ５５ 村田 一誠吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：０９．１� ２７．３�
４６ ヨイチサウス 牡５栗 ５７

５４ ▲大野 拓弥加藤 興一氏 菅原 泰夫 青森 一山牧場 ４７４－ ６１：０９．４１	 ２．４�
６１０� ワイルドシャウト 牡５栗 ５７ 中舘 英二前田 幸治氏 和田 正道 米 Pollock

Farms ５４４－ ６ 〃 ハナ ５．９�
１１ 
 オースチンローズ 牝４鹿 ５４ 高山 太郎�テンジン 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４５４－ ６１：０９．６１� ４１．８�
３３ � レイズアンドコール 牝５鹿 ５５

５２ ▲吉田 隼人�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４３８± ０ 〃 ハナ ４１．１	
７１２� リーピングキャット 牝６鹿 ５５

５２ ▲塚田 祥雄吉田 和子氏 森 秀行 米 Ten Broeck
Farm Inc ４６８－ ４１：０９．８１ １３．３


７１１ ジェイケイシャトル 牝６栗 ５５ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B４５０－ ８１：０９．９� １９１．６�
６９ � スノースタイル 牝７芦 ５５

５４ ☆石橋 脩岡田 牧雄氏 佐々木亜良 静内 岡田スタツド B４５２－ ８１：１０．１１ １３５．３�
４５ マコッチャン 牡１０黒鹿 ５７

５５ △丹内 祐次加藤 和子氏 中島 敏文 三石 幌村牧場 ４７４＋ ８１：１０．３１ ７８．７
５８ フレンドリースピカ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊増山 武志氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン

牧場 ５０８－ ４１：１０．６２ １０．５�
５７ ヤマニンマター 牡７青鹿５７ 田中 勝春土井 肇氏 畠山 重則 新冠 錦岡牧場 ４７２＋１２１：１１．６６ １９９．６�
８１３� シャドロンガール 牝６栗 ５５ 後藤 浩輝平井 豊光氏 畠山 吉宏 米

Gabriel Duignan,
David Garvin &
Pat Costello

４７８－ ４１：１３．０９ １５．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５１，１５６，５００円 複勝： ６２，１０５，０００円 枠連： ８６，２１０，５００円

普通馬連： ３７９，０５９，１００円 馬単： ２６３，６９８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ７７，３９６，１００円

３連複： ２８０，２８８，３００円 ３連単： ７１９，３８６，７００円 計： １，９１９，３００，８００円

払 戻 金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２００円 � ２８０円 � ６４０円 枠 連（３－８） １，３４０円

普通馬連 �� ２，６２０円 馬 単 �� ４，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ２，２９０円 �� ２，６４０円

３ 連 複 ��� １８，３６０円 ３ 連 単 ��� ９３，４１０円

票 数

単勝票数 計 ５１１５６５ 的中 � ８３３１２（２番人気）
複勝票数 計 ６２１０５０ 的中 � ９７０９１（２番人気）� ５９５９５（４番人気）� ２１１３８（８番人気）
枠連票数 計 ８６２１０５ 的中 （３－８） ４７６３８（６番人気）
普通馬連票数 計３７９０５９１ 的中 �� １０７１７８（１１番人気）
馬単票数 計２６３６９８６ 的中 �� ４０５４５（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７７３９６１ 的中 �� ２３６７２（８番人気）�� ８１６４（２５番人気）�� ７０７０（２７番人気）
３連複票数 計２８０２８８３ 的中 ��� １１２６７（５３番人気）
３連単票数 計７１９３８６７ 的中 ��� ５６８４（２８０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．１―１１．５―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．７―４５．２―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピニングノアール �
�
父 スピニングワールド �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００３．１２．６ 阪神５着

２００１．２．２生 牡５栗 母 オーシャンドリーム 母母 Prance ２８戦５勝 賞金 １０９，７６０，０００円
〔その他〕 シャドロンガール号は，最後の直線コースでつまずき，歩様を乱したため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（１８中山１）第６日 １月１５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １６７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２５１，３００，０００円
４，２００，０００円
１９，９７０，０００円
２，２１０，０００円
１，４００，０００円
１，５００，０００円
２５，９００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，５７５，５００円
４，５２９，０００円
１，６８６，７００円

勝馬投票券売得金
４５４，７４４，９００円
４７１，９６２，９００円
６６７，０３９，６００円
２，８６８，６６８，９００円
２，４７９，１９９，９００円
６１４，５９８，２００円
２，５１６，９９４，９００円
３，９８２，３３４，１００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 １４，０５５，５４３，４００円

総入場人員 ３６，８６３名 （有料入場人員 ３５，３１５名）




