
０００７３ １月２２日 晴 不良 （１８中山１）第８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 � ルシナクィーン 牝３栗 ５４ 柴田 善臣高橋 實氏 二ノ宮敬宇 門別 加藤牧場 ４５８＋ ２１：１２．５ ４．４�

６１１�� キストゥヘヴン 牝３鹿 ５４ 吉田 豊吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４２０－ ４ 〃 クビ １２．１�
３５ � バクシンキータ 牝３鹿 ５４ 高山 太郎酒井 秀男氏 佐藤 全弘 三石 パシフイツク

牧場 ４４４＋ ２１：１３．３５ １４．１�
４８ � メイルリヒト 牝３栗 ５４ 藤田 伸二伊達 秀和氏 斎藤 宏 門別 サンシャイン

牧場 ４３０＋ ２ 〃 クビ ４．５�
４７ � ウエルアウェイ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝ディアレスト 田村 康仁 平取 広川牧場 ４５６－ ２１：１３．６２ ２．５�
５１０ ブライティアメッセ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 コアレススタッド ４５０＋ ４１：１４．３４ ３７．９�
３６ � マグマエール 牝３鹿 ５４ 吉永 護加藤 勝秀氏 伊藤 伸一 門別 平成牧場 ４３０＋ ８１：１４．６２ １４４．７�
７１３� アイトサクラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲鈴木 慶太新井 孝治氏 内藤 一雄 浦河 岡本 昌市 ４６８＋１２１：１４．８� １８９．３	
７１４ エルプリメロ 牝３鹿 ５４

５１ ▲吉田 隼人市川 義美氏 佐藤 吉勝 静内 フジワラフアーム ４４２＋ ２１：１４．９� １８．２

１１ ヘクターハイツ 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳錦山 登氏 境 征勝 静内 岡田牧場 ４３４－ ４ 〃 ハナ ２５３．２�
８１５ セルジューク 牝３鹿 ５４ 内田 博幸皆川 博文氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ４２６－ ４ 〃 ハナ ２８．８�

（大井）

６１２� タケデンサンバ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４５２＋ ６１：１５．３２� １８．７
８１６ セイウンピュア 牝３鹿 ５４

５３ ☆松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 中本 隆志 ４２６－１２１：１５．５１� ２１．１�
５９ � ドリームリアライズ 牝３栗 ５４ 小林 淳一小野 博郷氏 富田 一幸 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４４０－１６１：１６．４５ ４１６．５�
２３ トーアスコーピアス 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥東亜駿馬� 松永 勇 豊浦トーア牧場 ４２２－ ６１：１６．７２ ５０３．３�
２４ インシグニア 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三荒井 壽明氏 和田 正道 新冠 石郷岡 松

太郎 ４７２－１４１：１７．４４ １０６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，３２６，３００円 複勝： ２０，９２８，２００円 枠連： ２４，６８７，３００円

普通馬連： ７７，２２３，０００円 馬単： ７２，７６８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６７１，２００円

３連複： ９３，９３６，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３２６，５４０，０００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １９０円 � ４１０円 � ２７０円 枠 連（１－６） １，８２０円

普通馬連 �� ２，３５０円 馬 単 �� ３，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ６９０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ６，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５３２６３ 的中 � ２７６７７（２番人気）
複勝票数 計 ２０９２８２ 的中 � ３４４３７（３番人気）� １１６９７（６番人気）� ２０５３２（４番人気）
枠連票数 計 ２４６８７３ 的中 （１－６） １００５１（７番人気）
普通馬連票数 計 ７７２２３０ 的中 �� ２４２８６（８番人気）
馬単票数 計 ７２７６８０ 的中 �� １３８３８（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６７１２ 的中 �� ６１８３（８番人気）�� ７９９５（６番人気）�� ３０９３（１８番人気）
３連複票数 計 ９３９３６０ 的中 ��� １１４１７（２０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．４―１２．３―１２．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２２．９―３４．３―４６．６―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ルシナクィーン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００６．１．９ 中山２着

２００３．３．３０生 牝３栗 母 エ ク ボ 母母 オールウエイズアロン ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアスコーピアス号は，平成１８年２月２２日まで平地競走に出走できない。

インシグニア号は，平成１８年３月２２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。
（非抽選馬） １頭 ゴールドシューズ号
※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。



０００７４ １月２２日 晴 不良 （１８中山１）第８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

１１ � ワインアドバイザー 牡３青鹿５６ D．バルジュー �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４７０－ ８１：５５．１ ５．７�
（伊）

３５ � セ ラ ピ ー 牡３栗 ５６ 田中 勝春丸岡 啓一氏 石栗 龍彦 門別 ナカノファーム ４７０± ０１：５５．９５ １．８�
２２ ノ ー ダ ウ ト 牡３鹿 ５６ 内田 博幸土井 康資氏 小林 常泰 三石 斉藤 正男 ５１６± ０ 〃 クビ ５．２�

（大井）

７１３� サイレンスラダメス 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二�辻牧場 岩戸 孝樹 浦河 辻 牧場 ４５８± ０１：５６．７５ ７．６�
６１１�� ネガイヲコメテ 牡３栗 ５６ 高山 太郎北所 直人氏 佐藤 全弘 新冠 つつみ牧場 ４４６＋ ４ 〃 ハナ ５１．６�
３４ コアレスウォルデン 牡３鹿 ５６

５３ ▲吉田 隼人小林 昌志氏 鈴木 康弘 門別 原田牧場 ４８６－ ４ 〃 クビ ４６．２�
５８ トウショウオアシス 牡３栗 ５６ 郷原 洋司トウショウ産業	 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５３４＋ ４１：５７．０１� ３０２．６

５９ � ケイジーネイティヴ 牡３栗 ５６

５３ ▲南田 雅昭鹿倉 勝�氏 加藤 修甫 三石 山腰 義忠 ５３８＋１２ 〃 クビ １３７．３�
６１０ ヴァリアントソウル 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�下河辺牧場 佐々木晶三 静内 原 忠夫 ４８６－ ６１：５７．１クビ １４．５�
８１４�� リワードプレザン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹宮� 冴子氏 藤原 辰雄 三石 元道牧場 ４４２－１０１：５７．２� ７７．６
７１２� ヤマニンアルチザン 牡３鹿 ５６ 江田 照男土井 肇氏 中島 敏文 新冠 錦岡牧場 ４４８± ０１：５８．３７ ８９．８�
４７ ローランゲニアール 牝３鹿 ５４ 柴田 未崎斉藤 敏博氏 成宮 明光 浦河 鳥井 征士 ４４４± ０１：５９．０４ ２８６．６�
４６ トミケンアプローズ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝冨樫 賢二氏 坂本 勝美 三石 松本 俊博 ４９０± ０１：５９．１� ８６．３�
２３ � リネンミラクル 牝３青鹿５４ 吉田 豊戸山 光男氏 中尾 銑治 門別 マル良牧場 ４６８－ ４２：００．９大差 １９．５�

（１４頭）
８１５ ノースベアハート 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一北村実地子氏 斎藤 宏 三石 タガミファーム ４６６－ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： １５，８２０，２００円 複勝： １７，２５７，６００円 枠連： ２２，６１８，７００円

普通馬連： ７３，５８１，６００円 馬単： ８２，２０１，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４５９，８００円

３連複： ８９，１１１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３２０，０５０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １５０円 � １００円 � １４０円 枠 連（１－３） ４５０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� １，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ３７０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １５８２０２（返還計 １４００） 的中 � ２２００４（３番人気）
複勝票数 差引計 １７２５７６（返還計 ２４２４） 的中 � ２３７６６（３番人気）� ６７６７８（１番人気）� ２６５５５（２番人気）
枠連票数 差引計 ２２６１８７（返還計 ２２３） 的中 （１－３） ３７５７６（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ７３５８１６（返還計 ２４０９７） 的中 �� １１０６８１（２番人気）
馬単票数 差引計 ８２２０１０（返還計 ２５６０４） 的中 �� ４４１３７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １９４５９８（返還計 ７７２８） 的中 �� ２２２４５（２番人気）�� １１２０５（４番人気）�� ２６３９４（１番人気）
３連複票数 差引計 ８９１１１５（返還計 ６１２６３） 的中 ��� １０１９５７（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３７．８―５１．０―１：０３．３―１：１５．７―１：２８．３―１：４１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ワインアドバイザー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００５．８．７ 新潟１１着

２００３．５．４生 牡３青鹿 母 ワインアンドローズ 母母 ランフォアロージス ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔競走除外〕 ノースベアハート号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンミラクル号は，平成１８年２月２２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。



０００７５ １月２２日 晴 不良 （１８中山１）第８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

４７ � ファインセンテンス 牡３栗 ５６ 内田 博幸前田 幸治氏 和田 正道 米 M. LaDona
Hudson ５０８＋ ６１：１１．９ ２．４�

（大井）

１１ アサクサブラボー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二田原源一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８０－１０１：１２．５３� ４．１�
８１５ エレガントキャット 牝３栗 ５４ D．バルジュー藤本 隆氏 岩戸 孝樹 静内 藤本牧場 ４２６－２２１：１３．８８ １６．２�

（伊）

６１２ サザンウインド 牡３鹿 ５６
５３ ▲吉田 隼人中村 昭博氏 堀井 雅広 静内 飛野牧場 ４９６＋ ２ 〃 ハナ ３０９．９�

５１０� リキアイカザン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣高山 幸雄氏 的場 均 青森 大橋牧場 ４８２＋ ２１：１３．９クビ ２７．２�
７１４	� ユキノサンシャイン 牡３鹿 ５６ 小野 次郎井上 基之氏 中野渡清一 新冠 畔柳 作次 ５１０－ ４ 〃 クビ ８．６�
２４ ヤマノマイラヴ 牡３鹿 ５６ 石崎 隆之山泉 恵宥氏 谷原 義明 静内 キヨミネ牧場 ４３６＋１４１：１４．６４ ５１８．２�

（船橋）

４８ 	 カナハラグレース 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ４７６－ ４ 〃 クビ １９３．７	
８１６� ステファニーモモ 牝３栗 ５４ 吉田 豊
コオロ 萱野 浩二 米 Stoneworth

Farm ４９８＋ ４１：１４．８１� １０６．３�
５９ � ロイヤルフェアリー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝飯田 政子氏 国枝 栄 米 Liberation Farm

& Oratis Farm ４４８－ ２ 〃 ハナ ３．６�
７１３ アミフジウラノス 牡３栗 ５６

５３ ▲大野 拓弥
内藤牧場 鈴木 勝美 茨城 内藤牧場 ４４４－ ６１：１４．９� ６１３．４
６１１	 ラブミースマイル 牝３鹿 ５４

５１ ▲南田 雅昭大崎 幸路氏 南田美知雄 門別 高橋牧場 ４５０－ ６１：１５．０
 １４９．０�
３５ � スガノカーネギー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一菅原光太郎氏 松永 勇 静内 多田 正弘 ４４０＋ ８１：１５．１クビ １９０．３�
１２ 	 ドラムビート 牡３鹿 ５６ 高山 太郎
槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４２８± ０１：１５．９５ ５２０．０�
２３ 	 アイランドアース 牡３鹿 ５６

５５ ☆松岡 正海嶋村二三男氏 境 征勝 新冠 関東ホースエク
スプレスファーム ４６４－ ２１：１６．０クビ １８１．３�

３６ 	 ケイアイリチャード 牡３鹿 ５６ 北村 宏司亀田 守弘氏 増沢 末夫 青森 イズモリファーム ５１２＋２４１：１６．２１� １７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０６９，２００円 複勝： ２０，４９８，９００円 枠連： ２３，７２６，０００円

普通馬連： ９１，５３４，０００円 馬単： ９７，７７８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，７５３，５００円

３連複： １１０，６６８，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３８９，０２８，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ２８０円 枠 連（１－４） ５６０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ６３０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ２，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９０６９２ 的中 � ６３７３８（１番人気）
複勝票数 計 ２０４９８９ 的中 � ５６２８６（１番人気）� ３２９２７（３番人気）� １４２８１（５番人気）
枠連票数 計 ２３７２６０ 的中 （１－４） ３１７３３（２番人気）
普通馬連票数 計 ９１５３４０ 的中 �� １２８３３８（２番人気）
馬単票数 計 ９７７７８６ 的中 �� ７８７６８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５７５３５ 的中 �� ２７４２７（２番人気）�� ９５４５（８番人気）�� ６６９１（１１番人気）
３連複票数 計１１０６６８２ 的中 ��� ３６８８０（６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．２―１２．２―１２．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．８―４６．０―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ファインセンテンス �
�
父 Artax �

�
母父 Silent Fox デビュー ２００５．９．２５ 中山４着

２００３．４．２７生 牡３栗 母 Zorra 母母 La Strada ５戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔騎手変更〕 ステファニーモモ号の騎手柴山雄一は，第２競走での馬場入場後の落馬による検査のため吉田豊に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイランドアース号は，平成１８年２月２２日まで平地競走に出走できない。

ケイアイリチャード号は，平成１８年３月２２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。
（非抽選馬） １頭 ペンデュラー号
※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。



０００７６ １月２２日 晴 不良 （１８中山１）第８日 第４競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５５ � アサクサバンザイ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田原源一郎氏 河野 通文 仏
Mr Philippe Jean-
neret, Darley Stud
Management Co. Ltd

４６０ ―１：５６．５ ５．６�

６８ � ゴールデンペガサス 牡３芦 ５６ 伊藤 直人露崎 勇氏 小林 常泰 静内 酒井 静男 ４４８ ―１：５７．６７ ２８．３�
２２ ロイバーブレット 牡３青鹿５６ 藤田 伸二村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 �渡 信義 ４４８ ― 〃 ハナ ９．０�
４４ � クラシックムード 牡３鹿 ５６

５３ ▲大野 拓弥 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４８６ ―１：５８．１３ ９．５�
３３ トーホーレジェンド 牡３鹿 ５６

５３ ▲南田 雅昭久保 哲朗氏 南田美知雄 門別 出口牧場 ４４４ ―１：５９．０５ ５４．３�
８１１ マイティモーション 牡３栗 ５６ 田中 勝春世賀 聖啓氏 栗田 博憲 静内 和田牧場 ４５４ ―１：５９．３１� １０．９	

７１０	 サーガキャスケード 牡３鹿 ５６ 江田 照男伊藤 仁氏 星野 忍 様似 水上 祐範 ４６２ ―１：５９．５１
 ５．７

（７９７４）

１１ スピードサクセス 牡３鹿 ５６
５３ ▲吉田 隼人�三嶋牧場 加藤 和宏 浦河 三嶋牧場 ４８０ ―１：５９．６クビ ２６．６�

６７ �	 キングフォンテン 牡３青 ５６ 内田 博幸吉橋 計氏 石毛 善彦 静内 棚川 光男 ４９０ ―２：００．２３
 ２．１�
（大井）

７９ � アムールドリーム 牡３鹿 ５６ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 鵡川 平岡牧場 ５０２ ―２：００．３
 ５３．７
５６ � ホームランキング 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹島田 久氏 西塚 安夫 三石 大塚牧場 ５２４ ― 〃 アタマ １０９．６�
８１２ インフルヴィガー 牡３鹿 ５６ 田中 剛武田 茂男氏 柄崎 孝 浦河 馬道 繁樹 B５０６ ―２：０６．６大差 １７１．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，７４５，３００円 複勝： １６，６２２，０００円 枠連： １９，６９１，４００円

普通馬連： ７７，４２６，２００円 馬単： ８１，９１１，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２６１，６００円

３連複： ９７，０１６，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３２８，６７４，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２１０円 � ６１０円 � ２７０円 枠 連（５－６） ６１０円

普通馬連 �� ６，２３０円 馬 単 �� １１，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８２０円 �� ６９０円 �� ２，８００円

３ 連 複 ��� １６，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６７４５３ 的中 � ２３６４６（２番人気）
複勝票数 計 １６６２２０ 的中 � ２４４１２（２番人気）� ６００１（８番人気）� １７１６１（４番人気）
枠連票数 計 １９６９１４ 的中 （５－６） ２４１２２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７７４２６２ 的中 �� ９１７２（２２番人気）
馬単票数 計 ８１９１１９ 的中 �� ５４８３（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２６１６ 的中 �� ２５６２（２３番人気）�� ７２９１（７番人気）�� １６４０（３０番人気）
３連複票数 計 ９７０１６２ 的中 ��� ４４６６（５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．２―３８．１―５１．４―１：０４．１―１：１６．８―１：２９．９―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．７
１
３
５，８（１０，１２）７（２，４，９）－（３，１１）６－１
５，８（７，２）－１０－４，３，１１－６－１２＝（１，９）

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

勝馬の
紹 介

�アサクサバンザイ �
�
父 Lomitas �

�
母父 Bering 初出走

２００３．５．２６生 牡３鹿 母 Sea Ring 母母 Blue River １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ロイバーブレット号の調教師鈴木伸尋は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。

クラシックムード号の騎手大野拓弥は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インフルヴィガー号は，平成１８年２月２２日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０００７７ １月２２日 晴 稍重 （１８中山１）第８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）

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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

４６ ミストラルクルーズ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４９８ ―１：３７．５ ３．３�

３５ エメラルドシティ 牝３青 ５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４７０ ― 〃 クビ ３．４�
７１２�� ダンシングボーイ 牡３鹿

５６
５５ ☆松岡 正海伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 北星村田牧場 ４７０ ―１：３７．６クビ ２９．７�

６１０� ローレルナイト 牡３青鹿５６ 吉田 豊 �ローレルレーシング 池上 昌弘 えりも 熊沢牧場 ４３０ ―１：３７．８１� ５０．４�
３４ シルクラファール 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝有限会社シルク田中 清隆 浦河 富田牧場 ４７４ ―１：３８．１２ ６．９�
５９ � シングフォアジョイ 牝３栗 ５４ 江田 照男井上 一郎氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４５２ ―１：３８．２	 ２０．１	
８１５�� グ ラ ム 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆石橋 脩加藤 信之氏 相沢 郁 様似 鎌田 孝一 ４６４ ―１：３８．３
 ９．３

２２ シルクルーラー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一有限会社シルク富田 一幸 新冠 松浦牧場 ４４０ ―１：３８．５１ １２９．０�
５８ � スイートローレライ 牝３芦 ５４ 内田 博幸シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada ４８８ ― 〃 クビ １４．３�
（大井）

１１ � レガシーオブキング 牡３鹿 ５６
５３ ▲大野 拓弥 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４７２ ―１：３８．７１
 ３６．２

２３ シンボリプラネット 牡３鹿 ５６ 北村 宏司シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 和田農林（有） ４５４ ―１：３８．９１
 １０１．９�
６１１ カ ラ カ ウ ア 牡３芦 ５６

５３ ▲吉田 隼人小尾 洸氏 後藤 由之 浦河 高昭牧場 ４７２ ―１：３９．０クビ １５６．２�
８１４ ステルスグリーン 牡３栗 ５６ D．バルジュー斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 ４６８ ―１：３９．１
 １３０．１�

（伊）

７１３� ウインリアライズ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�ウイン 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４６８ ―１：４４．７大差 ５．６�

（１４頭）
４７ � マ ロ ロ ン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 斉藤 恒雄 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １８，１１６，９００円 複勝： ２２，２５２，８００円 枠連： ２７，３８２，８００円

普通馬連： ８６，４３９，６００円 馬単： ９０，５８８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５６８，６００円

３連複： １１０，１８１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３７６，５３０，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ５３０円 枠 連（３－４） ３９０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １，２７０円 �� １，６６０円

３ 連 複 ��� ４，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８１１６９ 的中 � ４３４４３（１番人気）
複勝票数 計 ２２２５２８ 的中 � ４９１３９（２番人気）� ５０４１２（１番人気）� ７１４４（８番人気）
枠連票数 計 ２７３８２８ 的中 （３－４） ５２０６０（１番人気）
普通馬連票数 計 ８６４３９６ 的中 �� １２６５３３（１番人気）
馬単票数 計 ９０５８８０ 的中 �� ６３２８０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５６８６ 的中 �� ２６７３０（１番人気）�� ３７６１（１７番人気）�� ２８４４（２０番人気）
３連複票数 計１１０１８１６ 的中 ��� １６６１９（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．５―３７．３―４９．６―１：０１．９―１：１３．７―１：２５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．６

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

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

ミストラルクルーズ �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００３．２．１８生 牡３鹿 母 ミスティーダンス 母母 タイムトゥダンス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 マロロン号は，疾病〔右前管部挫創〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 グラム号の騎手柴山雄一は，第２競走での馬場入場後の落馬による検査のため石橋脩に変更。
〔制裁〕 ダンシングボーイ号の騎手松岡正海は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 ウインリアライズ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症。なお，同馬は「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または施行団体名を表示している。



０００７８ １月２２日 曇 不良 （１８中山１）第８日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１２� セイウンマル 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６０＋ ２１：１２．９ ３．８�

７１３� キタグニノホシ 牡３鹿 ５６
５５ ☆松岡 正海牧畠 清久氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４６６＋ ２１：１３．０� ５０．０�

８１４� サ ク ラ モ サ 牡３栗 ５６ 吉田 豊�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 ４７８－ ２１：１３．３１	 ９．１�
４６ � ポートジェネラル 牡３栃栗５６ 佐藤 哲三水戸眞知子氏 西園 正都 新冠 前川 隆範 ４５８－ ８ 〃 クビ １９．５�
２３ 
 モエレタイムオン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹栗本 博晴氏 成島 英春 門別 宝寄山牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ ４．８�
５９ � ヤマタケゴールデン 牡３栗 ５６ 池田 鉄平山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４９０＋２２１：１３．６１	 １５３．４�
５８ 
 モエレフィールド 牡３鹿 ５６ 江田 照男齋藤 實氏 中野 栄治 三石 中村 和夫 ５１２＋ ８ 〃 ハナ ２２．６	
６１１� モンテチェリー 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 三石 鹿糠沢 敬樹 ４７０－ ４１：１３．８１ ５．２

８１５�� ストロングヒーロー 牡３鹿 ５６ 石崎 隆之清野 好枝氏 柿本 政義 三石 片山 英夫 ４８４± ０１：１４．１１	 １７６．４�

（船橋） （船橋）

６１０�� アドマイヤダッシュ 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳近藤 利一氏 河野 通文 早来 ノーザンファーム ４９８－ ２１：１４．２� ６．８�
２２ 
 バクシンジャパン 牡３栗 ５６ 郷原 洋司酒井 祐三氏 郷原 洋行 新冠 浜口牧場 B４７０－ ４１：１４．６２� ２５４．５
３４ �� キムタツクイーン 牝３青鹿５４ 内田 博幸木村 龍彦氏 香取 和孝 新冠 前川 隆範 ４２８－ ３ 〃 アタマ １２４．９�

（大井） （大井）

４７ � ゴールドヴェイン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 静内 畠山牧場 ４５４＋ ４１：１５．０２� ４５．８�
１１ � モエロタケショウ �３黒鹿５６ 北村 宏司�ナイト商事 坂本 勝美 浦河 木村牧場 ４８８＋ ４１：１５．５３ １９．９�
３５  アポロマグナム 牡３黒鹿５６ D．バルジューアポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米 John D.

Gunther ４９８－ ８１：１６．１３� ７．８�
（伊）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，１８４，８００円 複勝： ２７，１５６，４００円 枠連： ２９，６６５，３００円

普通馬連： １２５，３７５，１００円 馬単： １０１，７１８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，２７４，２００円

３連複： １３５，５６０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４６７，９３４，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １，０５０円 � ３００円 枠 連（７－７） ６，８００円

普通馬連 �� ７，２００円 馬 単 �� １１，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１３０円 �� ６００円 �� ３，５６０円

３ 連 複 ��� １１，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０１８４８ 的中 � ４２０３６（１番人気）
複勝票数 計 ２７１５６４ 的中 � ６９３６０（１番人気）� ４８９１（１１番人気）� ２１８９３（６番人気）
枠連票数 計 ２９６６５３ 的中 （７－７） ３２２０（２６番人気）
普通馬連票数 計１２５３７５１ 的中 �� １２８６６（２９番人気）
馬単票数 計１０１７１８１ 的中 �� ６７４１（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８２７４２ 的中 �� ３１８８（３２番人気）�� １２４６８（５番人気）�� １８７６（４０番人気）
３連複票数 計１３５５６０３ 的中 ��� ８７２９（４０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．２―１２．２―１２．９―１４．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．４―４５．６―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セイウンマル �
�
父 エ ブ ロ ス �

�
母父 ワツスルタツチ デビュー ２００５．１１．５ 福島３着

２００３．５．２８生 牡３黒鹿 母 ロングポルカ 母母 ケンアイリス ４戦２勝 賞金 １６，６００，０００円
※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。



０００７９ １月２２日 曇 不良 （１８中山１）第８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）

牝，４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�，１７．１２．２４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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２２ モリトヴィーナス 牝５栗 ５５ 村田 一誠石橋 忠之氏 後藤 由之 三石 広田牧場 ４５２＋１６１：５３．７ ６．８�

７１１ コパノニキータ 牝５栗 ５５ 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４７８＋ ４１：５３．９１� １．８�
８１３�� ツルマイクィーン 牝５栗 ５５ 内田 博幸平岩 健一氏 菊川 正達 三石 平岩牧場 ４５４－ ４１：５４．０� ７４．８�

（大井）

７１０ ビッグトワイニング 牝５鹿 ５５ 高山 太郎関 駿也氏 佐藤 全弘 宮城 関兵牧場 ４８０－ ６１：５４．３１	 １５８．２�
５７ アライブシチー 牝５鹿 ５５

５２ ▲鈴木 慶太 �友駿ホースクラブ 内藤 一雄 門別 富川田中牧場 ４１０＋ ２ 〃 クビ ３０．７�
３３ � スノーティアラ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三ディアレスト 柄崎 孝 豊浦 飯原牧場 ４８０＋２２１：５４．４� ４８．２�
１１ アルファーワン 牝５鹿 ５５

５２ ▲水出 大介杉山 美惠氏 鈴木 康弘 三石 明治牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ７．０	
５６ オリエントビーナス 牝９栗 ５５ 江田 照男阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 石郷岡 松

太郎 ４７４＋１０１：５５．６７ ３８７．５

４５ ツィンクルヴェール 牝５芦 ５５ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４７２－ ６ 〃 ハナ １２．７�
６８ � ジュンプリンセス 牝４鹿 ５４

５１ ▲吉田 隼人�辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 ４６６－ ４１：５５．９１	 ２０．７
８１２ オレンジアロマ 牝４鹿 ５４

５３ ☆松岡 正海ジョイ・レースホース� 西塚 安夫 白老 白老ファーム ４５６＋１２１：５７．５１０ ９．１�
６９ � ナンヨーアクトレス 牝５栗 ５５ 菊沢 隆徳中村 �也氏 加藤 修甫 浦河 梅田牧場 ４３６＋ ２１：５７．６� ５４．４�
４４ �
 キャンパスクイーン 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム ４３０＋ ２１：５９．７大差 １４．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，９４７，１００円 複勝： ２９，９９８，４００円 枠連： ３１，４４１，６００円

普通馬連： １３７，０９８，９００円 馬単： １２１，７７７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，５３８，９００円

３連複： １５１，１６６，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５２７，９６８，１００円

払 戻 金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２１０円 � １２０円 � ６２０円 枠 連（２－７） ６６０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３，３９０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� ７，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３９４７１ 的中 � ２７９６６（２番人気）
複勝票数 計 ２９９９８４ 的中 � ３３９７７（３番人気）� １０２２６４（１番人気）� ７９４５（９番人気）
枠連票数 計 ３１４４１６ 的中 （２－７） ３５６７９（３番人気）
普通馬連票数 計１３７０９８９ 的中 �� １６７６７２（２番人気）
馬単票数 計１２１７７７１ 的中 �� ５０５１８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２５３８９ 的中 �� ３４３９０（２番人気）�� ２１０５（３７番人気）�� ５８９７（１４番人気）
３連複票数 計１５１１６６１ 的中 ��� １４９３７（２４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．８―１３．０―１２．３―１２．５―１２．７―１３．０―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３６．８―４９．８―１：０２．１―１：１４．６―１：２７．３―１：４０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モリトヴィーナス �
�
父 リンドシェーバー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００３．８．１０ 新潟８着

２００１．３．２４生 牝５栗 母 メイショウフレスコ 母母 タニノアベビート １９戦３勝 賞金 ３２，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャンパスクイーン号は，平成１８年２月２２日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ツィンクルヴェール号は，平成１８年２月２２日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０００８０ １月２２日 曇 不良 （１８中山１）第８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，１７．１２．２４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

４７ �� ワイルドソニック 牡４栗 ５６ 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ８１：１１．４ ８．４�

８１６	 リトルスポーツカー 牝４栗 ５４
５１ ▲吉田 隼人藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Flaxman

Holdings Ltd. ４５０－ ８１：１１．６１
 ４．２�
３５ ナンヨーワルツ 牡４栗 ５６ 柴田 善臣中村 �也氏 杉浦 宏昭 浦河 梅田牧場 B４８６± ０１：１１．９２ ２２．８�
１２ 	� アタゴタイヨウ 牡５鹿 ５７ 村田 一誠坪野谷和平氏 中野 栄治 米 Swifty

Farms, Inc. ４７８＋ ８１：１２．２２ ８６．１�
６１１� セイウンタイヨウ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二西山 茂行氏 奥平 真治 三石 本桐牧場 B５１２± ０ 〃 アタマ ２．８�
５１０	 スカーリイベイビー 牝４鹿 ５４ 穂苅 寿彦櫻井 正氏 和田 正道 米 Sez Who Thor-

oughbreds ４４８＋ ６ 〃 アタマ ３２．９�
３６ トレノラピド 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝田畑 法賢氏 田中 清隆 静内 出羽牧場 ４６０－１０１：１２．３クビ １６．９�
７１４	 サウスデピュティ 牡６鹿 ５７

５６ ☆石橋 脩南波 壽氏 高橋 祥泰 米 John OMeara
& Bill Prichard ４７８＋１４１：１２．４� １３．９	

６１２� ノ ビ ー 牝５栗 ５５ 吉田 豊
ミルファーム 手塚 貴久 門別 シンコーファーム ４６６＋ ４１：１２．８２� ２６７．２�
２３ � コ ン レ チ ェ 牡６栗 ５７ 田中 勝春井上 徹郎氏 嶋田 功 千歳 社台ファーム ４６０－ ８ 〃 アタマ ３３．６�
５９ � ガッサンゴットシプ 牡４青鹿５６ 内田 博幸西村 專次氏 石毛 善彦 三石 ヒサイファーム ５１０＋４２１：１２．９� １８．８

（大井）

７１３ マイネルグロッソ 牡４鹿 ５６
５５ ☆松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 門別 福山牧場 ５１２＋ ４１：１３．１１
 ９．６�
２４ レオキャロル 牝４栗 ５４ 佐藤 哲三�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４６２＋ ４１：１３．３１ １０８．１�
８１５	 アメリカンカラー 牡５鹿 ５７

５４ ▲大野 拓弥�テンジン 松山 康久 米
Harry Quadracci,
Betty Quadracci &
Dr. Lance G. Bell

B５４０＋１６１：１３．６１ １７２．６�
４８ � ナウシカトウショウ 牝５鹿 ５５ D．バルジュートウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４４６＋１２ 〃 クビ ６９．７�
（伊）

１１ 	 フサイチアシュラ 牡４芦 ５６ 木幡 初広関口 房朗氏 宗像 義忠 米
Pollock Farms
& Taylor Made
Farm, Inc.

５６０＋２２１：１６．６大差 ９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６８４，７００円 複勝： ３１，７６９，８００円 枠連： ４０，８６３，５００円

普通馬連： １６１，１７９，３００円 馬単： １３０，６１４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，２１５，５００円

３連複： １８０，０７５，８００円 ３連単： 発売なし 計： ６０５，４０３，４００円

払 戻 金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ３２０円 � １９０円 � ６３０円 枠 連（４－８） ２，０１０円

普通馬連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ４，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ２，６１０円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� １７，９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４６８４７ 的中 � ２３２２２（３番人気）
複勝票数 計 ３１７６９８ 的中 � ２４９１５（４番人気）� ５４１２４（２番人気）� １１２０７（１０番人気）
枠連票数 計 ４０８６３５ 的中 （４－８） １５０４９（９番人気）
普通馬連票数 計１６１１７９３ 的中 �� ４９２２１（８番人気）
馬単票数 計１３０６１４８ 的中 �� １９４１９（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６２１５５ 的中 �� ９６０７（９番人気）�� ３３４８（３１番人気）�� ４１１６（２４番人気）
３連複票数 計１８００７５８ 的中 ��� ７３９５（５７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．３―１２．１―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．７―４５．８―５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．７
３ ・（１，１６）－１０（７，１５）１３，５（２，４）１１（６，１４）（３，９，８）－１２ ４ １６（１，７）１０（５，１５）４（２，１３，１１）（６，１４）（３，８）（１２，９）

勝馬の
紹 介

�
�
ワイルドソニック �

�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２００４．８．１５ 札幌１着

２００２．１．２２生 牡４栗 母 トキオジュリア 母母 Flying Julia １４戦２勝 賞金 ２３，５３６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フサイチアシュラ号は，平成１８年２月２２日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 アメリカンカラー号は，平成１８年２月２２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 エンドジョーカー号・テンザントップ号・リンクスクイン号
※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。



０００８１ １月２２日 曇 稍重 （１８中山１）第８日 第９競走 ��
��１，６００�

な はな

菜 の 花 賞
発走１４時２５分 （芝・右・外）
牝，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１，２００万円毎
１�増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

５８ � コ イ ウ タ 牝３栃栗５５ 藤田 伸二�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：３５．３ ６．６�

６１１� ルビーレジェンド 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４６０± ０１：３５．５１� ６．０�
５９ � タイキクラリティ 牝３鹿 ５４ D．バルジュー�大樹ファーム 田中 清隆 大樹 大樹ファーム ４８０－１０１：３５．９２	 ９．５�

（伊）

８１５� ジ ラ ソ ー レ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸田中 晴夫氏 笹倉 武久 新冠 パカパカ
ファーム ４４４± ０ 〃 クビ １３４．３�

（大井）

７１２ ウエスタンビーナス 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 ４４２－ ８１：３６．１１� １５．９�
６１０ ゴールドオアシス 牝３鹿 ５４ 吉田 豊福島 実氏 嶋田 功 門別 沖田牧場 ４５４± ０ 〃 クビ ５８．９�
３４

�


� マツリダアーティス 牝３青鹿５４ 村上 忍�橋 文枝氏 三野宮 通 新冠 つつみ牧場 ４３８－１７１：３６．２クビ ２６１．１	

（岩手） （岩手）

７１３� トップガンマリー 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹穴澤 正氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４３０－１４ 〃 クビ １１５．２

４６ � アサヒライジング 牝３鹿 ５４ 小林 淳一寺内 正光氏 加藤 修甫 浦河 本巣 一敏 ５１０－ ４１：３６．３クビ ３．６�
４７ � ビューティーパール 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人水上 行雄氏 増沢 末夫 浦河 笠松牧場 ４５０－ ６１：３６．４	 ５２．９�
８１４ ブローオブサンダー 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一吉田 勝己氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ２ 〃 クビ ４．７
１１ クリスタルローズ 牝３栗 ５４ 村田 一誠野澤 �智氏 内藤 一雄 新冠 田渕牧場 ４４８＋１０１：３６．５クビ １３７．５�
２２ � キャンディーストア 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �キャロットファーム 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４４６－ ２１：３６．６� ５．０�
２３ �
 オリエンタルローズ 牝３鹿 ５４ 小野 次郎棚網るみ子氏 沢 峰次 門別 木村牧場 ４３２＋ ４１：３８．５大差 １４９．９�
３５  ス パ イ シ ー 牝３栗 ５４ 吉永 護加藤 峰男氏 吉永 正人 豊浦 飯原牧場 ４４４－ ６１：３８．７１� ９２．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，６９８，６００円 複勝： ４６，４８２，０００円 枠連： ４９，０２８，２００円

普通馬連： ２３９，６９７，７００円 馬単： １６８，４３７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，４８６，１００円

３連複： １６９，４７３，９００円 ３連単： ４５１，５５８，２００円 計： １，２０５，８６２，０００円

払 戻 金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２１０円 � ２２０円 � ２９０円 枠 連（５－６） １，２５０円

普通馬連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ４，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ９４０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ５，５５０円 ３ 連 単 ��� ３２，１９０円

票 数

単勝票数 計 ３７６９８６ 的中 � ４５４８７（５番人気）
複勝票数 計 ４６４８２０ 的中 � ６２０１７（４番人気）� ５７７０７（５番人気）� ３８７２４（６番人気）
枠連票数 計 ４９０２８２ 的中 （５－６） ２９１４７（７番人気）
普通馬連票数 計２３９６９７７ 的中 �� ７７２９７（１２番人気）
馬単票数 計１６８４３７３ 的中 �� ２８２７０（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３４８６１ 的中 �� １３２８９（１２番人気）�� １１４４１（１３番人気）�� １１１３１（１５番人気）
３連複票数 計１６９４７３９ 的中 ��� ２２５５１（２４番人気）
３連単票数 計４５１５５８２ 的中 ��� １０３５３（１３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３５．６―４７．４―５９．４―１：１０．９―１：２２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．９

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

勝馬の
紹 介

�コ イ ウ タ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００５．６．２６ 福島７着

２００３．２．２４生 牝３栃栗 母 ヴァイオレットラブ 母母 ヴアインゴールド ６戦３勝 賞金 ５０，１１５，０００円
※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。



０００８２ １月２２日 曇 不良 （１８中山１）第８日 第１０競走 ��
��１，２００�

はつあかね

初 茜 賞
発走１５時００分 （ダート・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，１７．１２．２４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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００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� エイシンボーダン 牡５芦 ５７ 内田 博幸平井 豊光氏 鮫島 一歩 米 Betty
Chittum ４９６－１０１：１０．２ ２．５�

（大井）

７１４ バ ー ズ ア イ 牡６黒鹿５７ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム B５１４－ ８１：１１．０５ ６．６�
１１ � スターオブニルス 牡６栗 ５７ 菊沢 隆徳 �ルーラル・オカダ 手塚 貴久 浦河 村下牧場 B５１８－ ４ 〃 ハナ ３６．２�
７１３	 スペシャルストック 牡７鹿 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 様似 堀 利則 ５４４± ０１：１１．４２
 ３２．７�
２３ � リーサムウェポン 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹平田 修氏 田島 良保 米 Dunchurch

Lodge Stud ４８２－ ４１：１１．８２
 １３．６�
１２ フジマサミラクル 牡６鹿 ５７ D．バルジュー藤原 正一氏 奥平 雅士 静内 山岸 康 ５４０－ ２１：１２．０１
 ２９．２�

（伊）

５９ 	 トーセンラヴ 牡４黒鹿５６ 北村 宏司島川 	哉氏 斎藤 宏 三石 仲野牧場 ４６８＋ ２１：１２．１クビ １４．８

２４ 	 セトノヒット 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三難波 経雄氏 西園 正都 三石 片山 修 ４７６± ０１：１２．３１� ５１．６�
４７ � ナムラハトル 牝５芦 ５５ 後藤 浩輝奈村 信重氏 田村 康仁 静内 片岡 博 ４９６－ ４ 〃 アタマ ３８．５�
８１６ ケイビイスパイダー 牝７鹿 ５５ 木幡 初広菊池 昭雄氏 奥平 真治 新冠 競優牧場 ４６６－ ２１：１２．４
 ２０６．９
３５ ベルモントサンダー 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二 �ベルモントファーム 小西 一男 新冠 ベルモント

ファーム ４８４－ ２１：１２．６１� ７０．８�
８１５ タケショウヤマト 牡４黒鹿５６ 江田 照男�ナイト商事 矢野 照正 様似 山口 幸雄 ４７２＋１２１：１２．８１ ５８．１�
４８ パレスエース 牡５黒鹿５７ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ５４８－ ２１：１２．９クビ ４．０�
６１２ スターエフェクト 牡５青鹿５７ 松岡 正海吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：１３．０ １００．３�
６１１� カフェレインボー 牡７栗 ５７ 柴山 雄一西川 恭子氏 松山 康久 米 G. Watts

Humphrey ５１２－ ２１：１３．１ ２８２．６�
３６ 	 アドマイヤベッカム 牡５栗 ５７ 田中 勝春近藤 利一氏 河野 通文 早来 ノーザンファーム ５１０＋１０１：１４．６９ ７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，９７９，５００円 複勝： ６２，１４６，７００円 枠連： ７０，３１２，５００円

普通馬連： ３３９，７２８，５００円 馬単： ２２０，４７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７０，０３０，６００円

３連複： ２６４，０７９，５００円 ３連単： ６３１，４７０，９００円 計： １，６９９，２１８，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ５４０円 枠 連（５－７） ７３０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� １，５１０円 �� ２，２９０円

３ 連 複 ��� ８，６１０円 ３ 連 単 ��� ２５，８８０円

票 数

単勝票数 計 ４０９７９５ 的中 � １３０６５４（１番人気）
複勝票数 計 ６２１４６７ 的中 � １４５００２（１番人気）� ８５９８８（３番人気）� ２１９０７（７番人気）
枠連票数 計 ７０３１２５ 的中 （５－７） ７１３０４（２番人気）
普通馬連票数 計３３９７２８５ 的中 �� ２５６７４８（２番人気）
馬単票数 計２２０４７０２ 的中 �� １０１２２９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７００３０６ 的中 �� ４３６４２（３番人気）�� １０９７６（１６番人気）�� ７０９３（２７番人気）
３連複票数 計２６４０７９５ 的中 ��� ２２６５６（２２番人気）
３連単票数 計６３１４７０９ 的中 ��� １８０１１（６１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．２―１１．８―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．８―４５．６―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンボーダン �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Morning Bob デビュー ２００４．１．１２ 京都１着

２００１．４．２５生 牡５芦 母 Workout Wonder 母母 Jiving １３戦４勝 賞金 ５９，１４１，０００円
〔制裁〕 ベルモントサンダー号の騎手藤田伸二は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドマイヤベッカム号は，平成１８年２月２２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。



０００８３ １月２２日 曇 稍重 （１８中山１）第８日 第１１競走 ��
��２，２００�第４７回アメリカジョッキークラブカップ（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，日本馬：４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，収得賞金４歳
３，０００・５歳４，０００・６歳以上５，０００万円超過馬は超過額５，０００万円毎１�増，�：４歳
５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬２�増，GⅡ競走１着馬１�増（ただし２歳
時の成績を除く）

アメリカジョッキークラブ賞（１着）
本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 ７４２，０００円 ２１２，０００円 １０６，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

７７ � シルクフェイマス 牡７鹿 ５８ 柴田 善臣有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 早田牧場新
冠支場 ４７８－ ４２：１３．２ ９．７�

４４ 	 フサイチアウステル 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二関口 房朗氏 池江 泰寿 米 Edward P.
Evans ４７８＋ ２ 〃 クビ ３．３�

８１０ ハイアーゲーム 牡５青鹿５７ 内田 博幸臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５３２＋２４２：１３．５２ ７．１�
（大井）

６６ 
 グラスボンバー 牡６黒鹿５７ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８８－ ４２：１３．７１� ２．４�
８９ オペラシチー 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 浦河 北光牧場 ４９６－ ８２：１４．１２� ６．６�
３３ ユキノサンロイヤル 牡９青鹿５７ 小野 次郎井上 基之氏 増沢 末夫 新冠 川上 悦夫 ４７２± ０２：１４．２クビ ２６．２	
２２ � シェイクマイハート 牡６芦 ５７ 木幡 初広 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４８４± ０２：１４．６２� ４０．５

７８ 
 コスモインペリアル 牡６鹿 ５７ D．バルジュー岡田美佐子氏 清水 利章 様似 富田 恭司 ５０６＋ ４２：１５．３４ １８．８�

（伊）

１１ ソ ウ ゴ ン 牡７鹿 ５７ 北村 宏司国光 正憲氏 成宮 明光 青森 明成牧場 B５２８－ ２２：１５．４ １１３．８�
５５ � ニシノサブライム 牡７青鹿５７ 柴山 雄一西山 茂行氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ４８８± ０２：１６．０３� ８４．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： １０２，２３４，４００円 複勝： １０７，３５９，９００円 枠連： １１６，９３５，９００円

普通馬連： ７５０，９６８，５００円 馬単： ５３９，４２８，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２３，３８７，８００円

３連複： ４９２，４９８，８００円 ３連単： １，５７６，２０１，９００円 計： ３，８０９，０１５，７００円

払 戻 金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ３００円 � １６０円 � ２９０円 枠 連（４－７） １，０８０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ４，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� １，１７０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ３，８６０円 ３ 連 単 ��� ２８，１００円

票 数

単勝票数 計１０２２３４４ 的中 � ８３１０４（５番人気）
複勝票数 計１０７３５９９ 的中 � ８２５８５（５番人気）� ２１７２２９（２番人気）� ８９９６８（４番人気）
枠連票数 計１１６９３５９ 的中 （４－７） ８０６３９（５番人気）
普通馬連票数 計７５０９６８５ 的中 �� ３３９０９９（８番人気）
馬単票数 計５３９４２８５ 的中 �� ９４５０２（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２３３８７８ 的中 �� ４９２４０（８番人気）�� ２４８３２（１４番人気）�� ５３５７２（７番人気）
３連複票数 計４９２４９８８ 的中 ��� ９４１６７（１６番人気）
３連単票数 計１５７６２０１９ 的中 ��� ４１４１０（９１番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１２．５―１２．０―１２．２―１２．０―１１．９―１２．１―１２．０―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．０―２４．６―３７．１―４９．１―１：０１．３―１：１３．３―１：２５．２―１：３７．３―１：４９．３―２：００．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
１
３
７－４－９（１，２，５）－６，８，３，１０
７＝４（９，５）（１，６）（２，１０，８）３

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

勝馬の
紹 介

�シルクフェイマス �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Caerleon デビュー ２００２．２．２４ 阪神４着

１９９９．４．８生 牡７鹿 母 セイントセーラ 母母 マ ラ ブ ー ３１戦９勝 賞金 ４３８，５５２，０００円
※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。



０００８４ １月２２日 曇 不良 （１８中山１）第８日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１５分 （ダート・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，１７．１２．２４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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１６� エクスプロイト 牡６黒鹿 ５７
５４ ▲大野 拓弥山本 武司氏 奥平 真治 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：５２．２ ４．９�

４７ リスキーアフェア 牡４黒鹿５６ 内田 博幸臼田 浩義氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５００－ ２１：５２．３� ４．５�
（大井）

５９ エドノドリーム 牡５鹿 ５７ 吉田 豊遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４５８± ０１：５３．１５ ５７．４�
１２ 	 ライトスタッフ 牡４鹿 ５６ 田中 勝春斎木 隆男氏 柴崎 勇 静内 サンコウ牧場 ４７２＋ ６１：５３．２クビ ９．９�
８１５ ロングチェイサー 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥永井 廣司氏 嶋田 功 三石 大塚牧場 ５３６－ ４１：５３．３� １４１．５�
２４ 
 セイウンドリーム 牡７黒鹿５７ 佐藤 哲三西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 B４７８± ０１：５３．４� １４０．１�
６１２	 ミヤビペルセウス 牡６栗 ５７

５６ ☆石橋 脩村上 義勝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８６－ ２１：５３．５� ４８．３�
４８ � オメガエンドレス 牡４栗 ５６

５５ ☆松岡 正海原 �子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：５３．９２� １２．０	
２３ シベリアンライオン 牡４芦 ５６

５３ ▲吉田 隼人藤田与志男氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５００＋ ８１：５４．０クビ ２５．５

１１ グランドハリケーン 牡５鹿 ５７ 吉永 護�グランド牧場 吉永 正人 静内 グランド牧場 ４７８－ ６ 〃 ハナ ４．９�
３５ 
 ユメノジェネラス 牡６栗 ５７ 村田 一誠�桜井牧場 内藤 一雄 門別 福山牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ １３５．７
５１０ ダブルブラザー 牡５鹿 ５７ 小林 淳一藤田与志男氏 岩戸 孝樹 米 Jim Hawkins &

Lois Hawkins ４５８＋ ４１：５４．１クビ ８．８�
３６ 	 ダイヤモンドスター 牡６栗 ５７ D．バルジュージョイ・レースホース� 鈴木 伸尋 新冠 長浜 秀昭 ４９２＋ ６１：５４．２� ４８．２�

（伊）

６１１ ナカヤマスナイパー 牡４黒鹿５６ 後藤 浩輝和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.
Kaster ４９６＋ ２１：５４．５２ １８．８�

７１３ ウエスタンリジ 牡４鹿 ５６ 小野 次郎西川 賢氏 保田 一隆 静内 北西牧場 ５２２＋ ２１：５５．２４ ２４．３�
７１４	 ヤマノサップ 牡６栗 ５７ 柴山 雄一山住れい子氏 畠山 吉宏 門別 長谷川牧場 ４８４＋ ２１：５８．２大差 ８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，９７９，９００円 複勝： ４９，４３６，７００円 枠連： ８２，２３６，０００円

普通馬連： ３１７，０８６，１００円 馬単： ２００，６１０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，９１０，２００円

３連複： ２５３，４０６，６００円 ３連単： ５９１，９７０，６００円 計： １，５９１，６３６，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � ２１０円 � １，３６０円 枠 連（４－８） ９４０円

普通馬連 �� １，４１０円 馬 単 �� ２，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ５，３２０円 �� ６，１６０円

３ 連 複 ��� ４１，０５０円 ３ 連 単 ��� １９２，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３５９７９９ 的中 � ５８１５６（３番人気）
複勝票数 計 ４９４３６７ 的中 � ８２６２２（１番人気）� ７０２４５（３番人気）� ７０３８（１３番人気）
枠連票数 計 ８２２３６０ 的中 （４－８） ６４９４３（３番人気）
普通馬連票数 計３１７０８６１ 的中 �� １６６６７０（２番人気）
馬単票数 計２００６１０２ 的中 �� ５２８２３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０９１０２ 的中 �� ２８４８２（３番人気）�� ２７０４（５４番人気）�� ２３２７（５７番人気）
３連複票数 計２５３４０６６ 的中 ��� ４５５６（１１６番人気）
３連単票数 計５９１９７０６ 的中 ��� ２２７５（５７０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．６―１２．９―１２．４―１２．５―１２．４―１２．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３６．３―４９．２―１：０１．６―１：１４．１―１：２６．５―１：３９．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エクスプロイト �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００２．１１．３０ 中山１着

２０００．３．１０生 牡６黒鹿 母 エアウイングス 母母 シークレットシェアラー １６戦４勝 賞金 ５２，６１６，０００円
〔その他〕 ヤマノサップ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 ウルフボーイ号・シルクミッドナイト号・スギノウルフ号・スマートカイザー号・ソブリンブライト号・

タイキコジャック号・マイネルメッセージ号・マストビーエンゼル号
※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。



（１８中山１）第８日 １月２２日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３頭 本 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

２９５，３６０，０００円
２３，６００，０００円
２，０９０，０００円
１，１９０，０００円
２，１１０，０００円
３１，６１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，９４６，０００円
４，６６８，０００円
１，７４７，３００円

勝馬投票券売得金
３７０，７８６，９００円
４５１，９０９，４００円
５３８，５８９，２００円
２，４７７，３３８，５００円
１，９０８，３０３，７００円
５０２，５５８，０００円
２，１４７，１７４，５００円
３，２５１，２０１，６００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 １１，６４７，８６１，８００円

総入場人員 ２８，６３７名 （有料入場人員 ２７，０４９名）




