
００００１ １月６日 小雨 良 （１９中山１）第１日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

２３ スズノメヒョー 牝３黒鹿５４ D．バルジュー小紫 芳夫氏 伊藤 正徳 早来 ノーザンファーム ４８２± ０１：１３．７ ７．２�
（伊）

５１０ ヴィヴァーチェ 牝３鹿 ５４
５３ ☆塚田 祥雄 �荻伏服部牧場 小島 茂之 浦河 荻伏服部牧場 ４４２－ ６１：１４．１２� １１．８�

３６ �� オレンジスムージー 牝３青鹿５４ 吉田 豊山本 武司氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５４＋１０１：１５．２７ ５５．５�
４８ � ヘイラホップ 牝３栗 ５４ 北村 宏司加藤 徹氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ４５２－ ２ 〃 クビ １１．６�
４７ � イエローファイト 牝３栗 ５４ 中舘 英二古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４７４＋１２１：１５．３クビ ２８．５�
８１５ ハーツイーズ 牝３鹿 ５４

５２ △大野 拓弥 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 杉浦 宏昭 静内 藤原牧場 ４８０＋ ４ 〃 クビ １００．１	

３５ � ニッポニアニッポン 牝３芦 ５４ 小牧 太西垣 �三氏 矢野 照正 浦河 小島牧場 ４８２－ ２１：１５．４� １２０．２

１１ �� クロカンブッシュ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ４１：１５．５� ４５．４�
６１２� ゴールドエンジェル 牝３芦 ５４ 内田 博幸�協栄 中島 敏文 様似 猿倉牧場 ４６０＋ ２１：１５．６クビ ３．３�

（大井）

２４ � ジョイフルティアラ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治青木 照吉氏 中野渡清一 静内 ウエルネスファーム ４８２－ ４ 〃 クビ ４．６
１２ グランドクリーク 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一古澤 秋信氏 斎藤 誠 浦河 谷口牧場 ４７６＋ ６ 〃 ハナ ８２．２�
７１４ カオリステラ 牝３栗 ５４

５３ ☆吉田 隼人川畑 �司氏 伊藤 伸一 青森 大須賀牧場 ４４６－ ４ 〃 アタマ ２８．１�
７１３� エタニティーローズ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信越野 正行氏 内藤 一雄 新冠 ビッグレッドファーム ４５６± ０１：１５．８１ ２５７．３�
５９ エターナルフラワー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４８６＋ ４１：１６．０１ ３．６�
６１１ アポロシークレット 牝３黒鹿５４ 小林 淳一アポロサラブレッドクラブ 石栗 龍彦 新冠 三村 卓也 ４６０± ０１：１７．０６ ２５７．３�
８１６�� コスモテヤン 牝３栗 ５４ 池田 鉄平 �ビッグレッドファーム 斎藤 宏 浦河 丸村村下

ファーム ４０８＋２０１：１８．２７ ２６７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，９３３，９００円 複勝： ２４，１３７，９００円 枠連： ２５，７８７，６００円

普通馬連： ９０，３８６，５００円 馬単： ７３，６３９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０１１，２００円

３連複： １０７，１０４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３６０，００１，３００円

払 戻 金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２９０円 � ４００円 � １，５３０円 枠 連（２－５） ４４０円

普通馬連 �� ４，０９０円 馬 単 �� ８，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５６０円 �� ５，８６０円 �� ６，１５０円

３ 連 複 ��� ６４，０６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５９３３９ 的中 � １７５７７（４番人気）
複勝票数 計 ２４１３７９ 的中 � ２４４９８（４番人気）� １６２０３（６番人気）� ３６１９（９番人気）
枠連票数 計 ２５７８７６ 的中 （２－５） ４３２７４（１番人気）
普通馬連票数 計 ９０３８６５ 的中 �� １６３１０（１６番人気）
馬単票数 計 ７３６３９７ 的中 �� ６６４４（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０１１２ 的中 �� ３７２７（１８番人気）�� ９５６（４０番人気）�� ９０９（４２番人気）
３連複票数 計１０７１０４５ 的中 ��� １２３４（１１３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．２―１２．３―１３．０―１４．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．０―４６．３―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズノメヒョー �
�
父 バ チ ア ー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００６．１２．１０ 中山４着

２００４．４．１１生 牝３黒鹿 母 ミュゲルージュ 母母 ベニスズラン ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモテヤン号は，平成１９年２月６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。
（非抽選馬） ３頭 ゴールドクィーン号・シャイニンガール号・ムーランヴェール号
※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。



００００２ １月６日 小雨 良 （１９中山１）第１日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２３ � クリノアドベンチャ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 春木 昭雄 ４６２＋ ６１：５８．１ ９４．７�

４７ � コマンドールクロス 牡３青鹿５６ D．バルジュー �サンデーレーシング 高橋 祥泰 早来 ノーザンファーム ４４２± ０ 〃 アタマ ２４．９�
（伊）

２４ クリフバニヤン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸津村 靖志氏 河野 通文 新冠 松浦牧場 ５０８＋ ４１：５８．２� ４．４�
（大井）

３６ � ロットオブカクテル 牡３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 ４８６± ０１：５８．５２ ２．５�
５１０�� サンアスレチック �３黒鹿

５６
５５ ☆吉田 隼人加藤 信之氏 小島 茂之 静内 坂本 健一 ４７４＋１０１：５９．７７ ４０．４�

８１５ サクラハーレー �３鹿 ５６ 北村 宏司�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４９０＋ ８１：５９．８クビ １５．２	
６１２ ブラックジュニア 牡３鹿 ５６

５４ △大野 拓弥林 義彦氏 秋山 雅一 浦河 辻 牧場 B５２４＋ ２２：００．０１� １１３．３

７１４ マーベラスキャップ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊笹原 貞生氏 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ４３．７�
７１３�� ローズヒルガイ 牡３黒鹿

５６
５３ ▲田中 博康田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 冨岡牧場 ５１０＋ ６２：００．１� １０．８�

３５ ドミンゴシチー 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 静内 光丘牧場 ４９２－ ２２：００．２クビ ３．３
４８ ウインドビュー 牡３栗 ５６ 石神 深一中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 浜本牧場 ４７４＋ ６２：０２．１大差 ５１３．５�
５９ � クロスナビゲーター 牡３青鹿５６ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム B５２８＋ ８２：０２．７３� １９２．１�
６１１ アルファトミー 牡３青鹿５６ 池田 鉄平�貴悦 斎藤 宏 三石 澤田 嘉隆 ４７８＋ ６２：０２．９１	 ９６．１�
１２ スローダンサー 牝３鹿 ５４ 小林 淳一吉澤 克己氏 斎藤 誠 浦河 鮫川 啓一 ４４２＋１０２：０３．２２ ３５３．７�
１１ ツ ル ギ ダ ケ 牡３栗 ５６ 田中 勝春吉田 義昭氏 清水 美波 浦河 向別牧場 ５５４＋２０２：０３．４１	 ２４．２�
８１６ パワフルアゲン 牡３芦 ５６ 加藤士津八浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 B５１４－ ２ 〃 クビ ６１２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，９３４，９００円 複勝： ３２，５５９，３００円 枠連： ２９，７５４，５００円

普通馬連： １０７，９２１，５００円 馬単： ９８，６１４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，３１０，６００円

３連複： １３３，１４６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４５３，２４１，５００円

払 戻 金

単 勝 � ９，４７０円 複 勝 � ２，０００円 � ８６０円 � ２４０円 枠 連（２－４） ５，５６０円

普通馬連 �� ９６，０８０円 馬 単 �� ２２１，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４，０２０円 �� ６，１９０円 �� １，８７０円

３ 連 複 ��� １５６，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２９３４９ 的中 � １９０９（１０番人気）
複勝票数 計 ３２５５９３ 的中 � ３７２２（１１番人気）� ９１４１（７番人気）� ４３６９０（３番人気）
枠連票数 計 ２９７５４５ 的中 （２－４） ３９５２（１３番人気）
普通馬連票数 計１０７９２１５ 的中 �� ８２９（６５番人気）
馬単票数 計 ９８６１４２ 的中 �� ３２９（１３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８３１０６ 的中 �� ４９０（５９番人気）�� １１１７（４２番人気）�� ３８０７（１９番人気）
３連複票数 計１３３１４６５ 的中 ��� ６２７（１６６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１３．４―１３．４―１２．９―１２．５―１３．３―１３．７―１４．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３７．９―５１．３―１：０４．２―１：１６．７―１：３０．０―１：４３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．９―３F４１．４
１
３
１，６－５，７（１２，１３）（３，１０）１６（８，１１，１５）４（９，１４）２・（６，５，７）－（１，３，１３）１５，１２，１０－（８，１１）（１６，１４）（４，２）－９

２
４

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

�クリノアドベンチャ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 パークリージエント デビュー ２００６．７．１５ 新潟１８着

２００４．５．２生 牡３黒鹿 母 モズソシアル 母母 サムシングソシアル ９戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔制裁〕 ブラックジュニア号の騎手大野拓弥は，３コーナーで内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〕 スローダンサー号・ツルギダケ号・パワフルアゲン号は，平成１９年２月６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） ２頭 タカミツバーディ号・マジックキングダム号
※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。



００００３ １月６日 小雨 良 （１９中山１）第１日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 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 � ピュアーフレーム 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝臼田 浩義氏 上原 博之 米 Hiroyoshi
Usada ４７６－ ４１：５６．５ ２．０�

６１２� ウォーターマーク 牡３芦 ５６ 内田 博幸岡田 牧雄氏 萩原 清 三石 木田牧場 ４７０－ ４１：５８．２大差 ４．９�
（大井）

７１３� トゥルーアイズ 牝３鹿 ５４
５１ ▲田中 博康�ターフ・スポート高橋 祥泰 三石 土田農場 ５３０－ ４１：５８．９４ ２５．０�

５１０� トップオブボス 牡３栗 ５６ 北村 宏司横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ４９４＋ ４１：５９．２２ ８８．６�
２３ グローリーバッハ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４４２－ ４１：５９．４１ ４０．７�
５９ デルマジョン 牡３鹿 ５６

５５ ☆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 ４６２－ ２ 〃 クビ ６４．２�
８１６�� コパノアグリグロ 	３黒鹿５６ 勝浦 正樹小林 祥晃氏 藤原 辰雄 えりも 上島牧場 ４５８± ０１：５９．６１
 １１．１	
４８ アイアムポセイドン 牡３栗 ５６ 横山 典弘堀 紘一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１０± ０１：５９．８１ ３．５

１２ オンワードアリーテ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�オンワード牧場 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４６４± ０２：００．０１� １５４．１�
２４ � ハイポジション 牡３栗 ５６ 木幡 初広青木 基秀氏 宗像 義忠 新冠 オリエント牧場 ４７４± ０ 〃 アタマ ２３１．７
７１４� トウショウサウンド 牡３鹿 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 ４７４± ０２：００．２１� ２０．６�
３５ パ ワ ー サ ム 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人宮崎 金造氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４５８± ０２：００．９４ ３３０．３�
６１１�� マインドシチー 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 ４４０± ０２：０１．２１� ２４２．２�
４７ � コウヨウトレロス 牡３鹿 ５６ 村田 一誠寺内 正光氏 山田 要一 浦河 本巣 一敏 ４５０－ ６２：０１．７３ ２７２．８�
３６ � タグライディーン 牡３栗 ５６ 菊沢 隆徳田口 廣氏 笹倉 武久 早来 田口 廣 ４３４＋ ４２：０１．９１� ２２６．１�
８１５� スズライトアップ 牡３栗 ５６ 二本柳 壮サン・ファーム� 佐藤 全弘 三石 小河 豊水 ４４０－ ２２：０２．０
 ８２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，６５９，６００円 複勝： ２７，６６６，０００円 枠連： ３３，７１２，８００円

普通馬連： １０８，７４５，２００円 馬単： １０４，２３４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１６２，０００円

３連複： １２９，２０７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４５９，３８７，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ３４０円 枠 連（１－６） ６００円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ６８０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ２，６００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７６５９６ 的中 � １１０２２６（１番人気）
複勝票数 計 ２７６６６０ 的中 � １０５９８７（１番人気）� ３８１３０（３番人気）� １２９０３（６番人気）
枠連票数 計 ３３７１２８ 的中 （１－６） ４１６９２（３番人気）
普通馬連票数 計１０８７４５２ 的中 �� １４８５３４（２番人気）
馬単票数 計１０４２３４７ 的中 �� ８８８１７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１６２０ 的中 �� ３２６３０（２番人気）�� ９５４６（８番人気）�� ５６２２（１３番人気）
３連複票数 計１２９２０７３ 的中 ��� ３６７１５（８番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．１―１２．９―１３．３―１２．６―１２．６―１３．０―１３．２―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．８―３７．７―５１．０―１：０３．６―１：１６．２―１：２９．２―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F４０．３
１
３
１（８，１２）１３（９，１０，１５）１４－（５，１６）－（７，１１）３，４（２，６）・（１，１２）－８，１３（９，１０，１４）１６（５，１５）－３（７，１１）（４，６）－２

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

勝馬の
紹 介

�ピュアーフレーム �
�
父 Silver Deputy �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００６．１０．２１ 東京８着

２００４．２．２６生 牝３黒鹿 母 Throttle 母母 Magical Maiden ４戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウヨウトレロス号・タグライディーン号・スズライトアップ号は，平成１９年２月６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 ルドベキア号
（非抽選馬） １頭 マケテタマルカ号
※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。



００００４ １月６日 雨 良 （１９中山１）第１日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時２０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

８１６ コアレスピューマ 牡３青鹿５６ 池添 謙一小林 昌志氏 池上 昌弘 門別 �橋 耀代 ４５２ ―１：１３．８ ５．９�

３５ � ユーワファントム 牡３黒鹿５６ 中舘 英二 �ユーワライディング 武藤 善則 米 John B.
Ingleson ４９６ ―１：１４．２２� ３．９�

６１２ ペイアテンション 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 平井 雄二 三石 嶋田牧場 ５１８ ―１：１４．４１� ５８．８�
５１０ ウエスタンビーバー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎西川 賢氏 境 征勝 静内 北西牧場 ４２８ ― 〃 クビ ８３．３�
４８ ダイメイジョイ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治宮本 孝一氏 中野渡清一 門別 かみむら牧場 ４４６ ―１：１４．９３ ８．５�
８１５ ウインドスルー 牡３鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人砺波 寿氏 清水 英克 静内 塚尾牧場 ４３２ ―１：１５．７５ １７８．７�
５９ 	 プ ー ク ン 牡３栗 ５６

５５ ☆吉田 隼人後藤田公仁氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７６ ― 〃 ハナ ７．１	
６１１ タマモグッドラック 牡３鹿 ５６ 田中 勝春タマモ� 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４３４ ―１：１５．８
 １４．１

１１ 	 ユウターストライプ 牡３鹿 ５６ 小牧 太上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４６０ ― 〃 ハナ １８．２�
２４ キタサントウリョウ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一�大野商事 中島 敏文 三石 山野牧場 ４５４ ―１：１６．２２� １７４．３
７１３� スガノグローリアス 牡３黒鹿５６ 岩部 純二菅原光太郎氏 松永 勇 三石 沖田 哲夫 B４６２ ―１：１６．４
 １９．４�
４７ � スマートシガー 牡３黒鹿５６ D．バルジュー大川 徹氏 畠山 吉宏 米

Marvin Delfiner,
Ted Folkerth &
Brookdale

４９２ ― 〃 アタマ ３．２�
（伊）

１２ バーゼルシチー 牡３鹿 ５６
５３ ▲的場 勇人 �友駿ホースクラブ 山田 要一 浦河 目名太山口

牧場 ４７８ ―１：１６．５� １０１．１�
７１４� サークルゲーム 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹上野 武氏 成島 英春 静内 グランド牧場 ４４２ ―１：１６．７１� １０３．５�
３６ � コンプリートリー 牝３栗 ５４ 穂苅 寿彦�和田牧場 和田 正道 米 Coffee Pot

Stable ４５４ ―１：１７．５５ ６１．６�

（１５頭）
２３ コールトゥアーミー 牡３鹿 ５６ 高山 太郎西森 鶴氏 佐藤 全弘 門別 碧雲牧場 ４２２ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２４，０５２，０００円 複勝： ２２，８６４，０００円 枠連： ３７，７０５，５００円

普通馬連： ９０，３２４，１００円 馬単： ８４，１４８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６２４，６００円

３連複： １０７，３２６，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３９０，０４５，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２５０円 � ２１０円 � ９１０円 枠 連（３－８） １，７８０円

普通馬連 �� １，８４０円 馬 単 �� ４，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ４，１４０円 �� ４，１００円

３ 連 複 ��� ３７，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２４０５２０（返還計 ４９９０） 的中 � ３２５６３（３番人気）
複勝票数 差引計 ２２８６４０（返還計 ６０１９） 的中 � ２５４７１（３番人気）� ３３８５８（２番人気）� ５３１９（９番人気）
枠連票数 差引計 ３７７０５５（返還計 ２３０） 的中 （３－８） １５６７６（７番人気）
普通馬連票数 差引計 ９０３２４１（返還計 ５７０６４） 的中 �� ３６２６３（７番人気）
馬単票数 差引計 ８４１４８１（返還計 ５７６５７） 的中 �� １５０５５（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２３６２４６（返還計 １７３８５） 的中 �� ７５７９（９番人気）�� １３６７（３６番人気）�� １３８２（３５番人気）
３連複票数 差引計１０７３２６８（返還計１３５９５１） 的中 ��� ２１３５（８４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．７―１２．２―１２．８―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３５．１―４７．３―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コアレスピューマ �
�
父 ハイブリツジスルー �

�
母父 アジュディケーティング 初出走

２００４．４．２０生 牡３青鹿 母 テラノジュディー 母母 フオンドコマンダー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 コールトゥアーミー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 オフザレコード号・ガリオエン号・ナイキヴィゴラス号
※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。



００００５ １月６日 雨 良 （１９中山１）第１日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

５９ � エルソルダード 牡３青 ５６ 池添 謙一 �社台レースホース伊藤 伸一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１８± ０２：１９．８ ３１．３�

１２ � ウィナーズカード 牡３栗 ５６ 小牧 太深澤陽一郎氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４７６－ ２２：２０．２２� １５．７�
７１３� キングオブチャド 牡３鹿 ５６ D．バルジュー �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム ５４４－ ６２：２０．３クビ ３．４�

（伊）

１１ � メジロアルタイス 牡３芦 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１４＋ ２ 〃 ハナ １５．３�
６１２� ストロングラリー 牡３青鹿５６ 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４８２± ０２：２０．５１� ６．８�
６１１ ロードキャニオン 	３鹿 ５６

５５ ☆吉田 隼人 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４３６－ ２ 〃 クビ ５８．５	
７１４� コスモアンファング 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 堀 宣行 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋ ８２：２０．６クビ ２９．１

２４ 
 セイウンヒーロー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Jayeff ”B”

Stables ４５２＋１２２：２０．８１� ４．５�
５１０� ア キ レ ス 牡３栗 ５６ 内田 博幸神林 幸一氏 小西 一男 静内 松田 三千雄 ４９６± ０ 〃 ハナ １８．６�

（大井）

８１６�� ロックザキャスバ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�瀬 真尚氏 萩原 清 静内 矢野牧場 ４８４－ ４２：２１．３３ ５．８
４７ 
 シルキーメイン 牝３栗 ５４ 小野 次郎泉 俊二氏 柴田 政人 愛 S. Izumi ４２８－ ４ 〃 アタマ ２６７．８�
４８ � テンエイスマイル 牡３青鹿５６ 北村 宏司熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

熊坂開発 ４６６± ０２：２１．４� １０４．０�
８１５� ニシノソウテン 牡３芦 ５６

５４ △大野 拓弥西山 茂行氏 奥平 真治 鵡川 西山牧場 ４７８－ ４ 〃 クビ ３７．８�
３６ 
 チェルシーザベスト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝サウスニア� 二ノ宮敬宇 米 Christiana

Stables, LLC ５２４± ０２：２１．５クビ １１．５�
３５ マキノスマップ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎島宮 萬喜氏 沢 峰次 静内 泊 寿幸 ４６６± ０２：２３．４大差 ７７．２�
２３ � コスモグラディウス 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �ビッグレッドファーム 鈴木 勝美 三石 山本 昇寿 ４８６± ０２：２３．５クビ ７０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７６０，４００円 複勝： ３２，８７１，２００円 枠連： ４３，０１５，７００円

普通馬連： １３２，３４８，４００円 馬単： １０５，５０５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，２１５，９００円

３連複： １６６，４０５，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５４１，１２２，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３，１３０円 複 勝 � ７１０円 � ４６０円 � １６０円 枠 連（１－５） ３，９８０円

普通馬連 �� １９，７９０円 馬 単 �� ４４，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，３３０円 �� １，９２０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ２４，９５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５７６０４ 的中 � ６４９６（１０番人気）
複勝票数 計 ３２８７１２ 的中 � ９７６０（１０番人気）� １６４２８（８番人気）� ７２９２４（１番人気）
枠連票数 計 ４３０１５７ 的中 （１－５） ７９８１（２０番人気）
普通馬連票数 計１３２３４８４ 的中 �� ４９３６（５２番人気）
馬単票数 計１０５５０５８ 的中 �� １７７０（１１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５２１５９ 的中 �� １５９０（５８番人気）�� ４５３４（２４番人気）�� ６３２４（１４番人気）
３連複票数 計１６６４０５１ 的中 ��� ４９２４（７８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１２．８―１３．１―１３．５―１３．３―１２．８―１２．５―１２．０―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２４．５―３７．３―５０．４―１：０３．９―１：１７．２―１：３０．０―１：４２．５―１：５４．５―２：０６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

�エルソルダード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１２．２４ 中山１１着

２００４．５．６生 牡３青 母 ポ ピ ー デ イ 母母 カ ル ポ ピ ー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ソーニョ号・ノワールシチー号
（非抽選馬） ５頭 キングタキオン号・コスモノーティー号・ナンヨーアース号・マイネルファヴール号・マドリードシチー号
※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。



００００６ １月６日 雨 良 （１９中山１）第１日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０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

１２ � ノーフォークパイン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６ ―１：３８．２ ４．２�

５１０ アマミスウィフト 牡３鹿 ５６ 小野 次郎鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４３０ ―１：３８．５１� ９８．５�
７１４� キャプテンロック 牡３黒鹿５６ 田中 勝春首藤 徳氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４９４ ―１：３８．６	 １３．７�
４７ � コスモヴァシュラン 牡３青鹿５６ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 川上 悦夫 ４４２ ―１：３８．９１� ７．０�
８１５
 コアレスハリケーン 牡３鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi
Kobayashi ５０２ ―１：３９．０	 １０．５�

６１２� ハンスジャック 牡３栗 ５６ 郷原 洋司吉橋 計氏 郷原 洋行 静内 山田牧場 ４７６ ―１：３９．６３	 ９２．７	
７１３
 ロマンチックライト 牡３黒鹿５６ 内田 博幸青山 洋一氏 加藤 征弘 英 The Bounty

Hunters ４６８ ― 〃 クビ １３．３

（大井）

８１６�� スズキャンドル 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 早来 ノーザンファーム ４２６ ― 〃 ハナ １８５．１�
３６ � ア ロ ハ オ エ 牡３栗 ５６

５５ ☆塚田 祥雄佐藤 敏夫氏 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ５２６ ―１：３９．８１� １９．４�
１１ メジロホマム 牡３栗 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺 メジロ牧場 ４８４ ―１：３９．９	 ５２．０
２３ 
 スイートプラド 牝３芦 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 米 Takahiro

Wada ５３０ ―１：４０．２２ ６．７�
６１１ アタゴナデシコ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 北星村田牧場 ４６２ ―１：４０．３� ６９．８�
２４ フラッシュバニヤン 牡３栗 ５６ 小牧 太津村 靖志氏 国枝 栄 千歳 ロイヤルファーム ４８４ ―１：４０．９３	 ２２．８�
３５ サ ン タ ッ プ �３鹿 ５６ 武士沢友治加藤 信之氏 内藤 一雄 静内 野坂牧場 ４３０ ―１：４１．０クビ ９２．２�
５９ � ブレストガイ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一大原 詔宏氏 谷原 義明 新冠 柏木 一則 ４１２ ―１：４１．３２ １３１．３�
４８ �� スマートジュピター 牡３栗 ５６ D．バルジュー大川 徹氏 畠山 吉宏 浦河 シンボリ牧場 ５０８ ― （競走中止） ３．２�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，３５６，０００円 複勝： ２６，０４０，４００円 枠連： ４９，８０２，７００円

普通馬連： １０３，５２９，８００円 馬単： ８５，１１４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２５６，９００円

３連複： １２１，０１２，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４３５，１１３，０００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２７０円 � １，８１０円 � ４６０円 枠 連（１－５） １４，４１０円

普通馬連 �� ３７，２９０円 馬 単 �� ６３，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，５４０円 �� １，８５０円 �� １２，７００円

３ 連 複 ��� １６０，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４３５６０ 的中 � ４６５７１（２番人気）
複勝票数 計 ２６０４０４ 的中 � ２９１８４（３番人気）� ３２８４（１２番人気）� １５０６７（７番人気）
枠連票数 計 ４９８０２７ 的中 （１－５） ２５５１（２８番人気）
普通馬連票数 計１０３５２９８ 的中 �� ２０４９（６５番人気）
馬単票数 計 ８５１１４９ 的中 �� ９８６（１１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２５６９ 的中 �� ８１７（６５番人気）�� ３４５１（２７番人気）�� ４８３（８６番人気）
３連複票数 計１２１０１２３ 的中 ��� ５５７（２７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．４―３６．６―４９．４―１：０１．８―１：１３．７―１：２５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．４

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

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

�ノーフォークパイン �
�
父 Crafty Prospector �

�
母父 Bahri 初出走

２００４．３．１生 牡３鹿 母 ライラックレーン 母母 Lilac Garden １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 サンタップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 スマートジュピター号は，競走中に疾病〔右第１指骨粉砕骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 イブキシャナオウ号・ウエスタンヒート号・エンジェルステージ号・オーチャードハウス号・キスオンマイリスト号・

ショウナンカスカド号・スプリングヘッド号・ディスパージョン号・デュアルソニック号・ファーストラン号・
フラワーマキシマム号・ワタシキレイ号

※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。



００００７ １月６日 雨 稍重 （１９中山１）第１日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

３６ トウショウアタック 牡５栗 ５７ 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 B４７６＋１０１：５５．４ １１．９�

５１０� ノ ン コ 牝４栗 ５４ 田中 勝春山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４１：５５．９３ ５．７�
８１５ トラストブラック 牡５栗 ５７

５６ ☆吉田 隼人菅波 雅巳氏 土田 稔 静内 飛野牧場 B５５６＋１４１：５６．２１� ３８．６�
１２ 	 デルマジュピター 牡５芦 ５７ 後藤 浩輝浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 原口 圭二 ４５８＋ ６１：５６．６２
 １５３．３�
２３ �	 ロードモデラート 牡５栗

５７
５４ ▲的場 勇人 �ロードホースクラブ 伊藤 正徳 浦河 信成牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ ９３．０�

５９ � アルカライズ 牡４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 ４８８± ０１：５６．９２ １８．３	
６１２ マイネルピエール 牡６芦 ５７ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 成島 英春 三石 前川 正美 ４９０＋ ２１：５７．１１ ６７．８

４８ スズカイエロー 牡４鹿 ５６ 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B５３０＋１０１：５７．３１� ３．６�

（大井）

７１３ テンガロンハット 牡５鹿 ５７ D．バルジュー �キャロットファーム 河野 通文 早来 ノーザンファーム ５７０＋３８１：５７．４
 １４．３�
（伊）

８１６�	 ダイワアデオス 牡４鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 追分 追分ファーム ５３０－ ２ 〃 クビ １７．９
７１４ ミックベンハー 牡４鹿 ５６ 小野 次郎 �イースターサンデー 中野 栄治 浦河 山春牧場 ４９０＋１６１：５７．８２
 １１２．６�
６１１�� コスモメテオ 牡４栃栗５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 門別 高藤 茂 ４９２＋ ６１：５９．６大差 ２１．３�
４７ 	 ナイトカラノテガミ 牡５鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人千田 幸信氏 阿部 新生 米 Jayeff B
Stables ５０６＋ ４ 〃 クビ １９８．１�

１１ 	 ロトスナイパー 牡５鹿 ５７ 中舘 英二國武 佳博氏 成島 英春 浦河 小島牧場 ４８０－２７１：５９．８１� ３４．８�
２４ 	 ジュエリーティアラ 牝４黒鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 藤原 辰雄 静内 松田 三千雄 ４５０＋１２２：００．６５ １８２．６�
３５ キングアーサー 牡４鹿 ５６ 横山 典弘 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５５０＋ ８ （競走中止） ２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，０３５，０００円 複勝： ３０，８５１，６００円 枠連： ５２，２９２，４００円

普通馬連： １５３，３７７，４００円 馬単： １２１，１４６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，１１９，０００円

３連複： １７６，１９１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ６０３，０１３，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ３８０円 � ２５０円 � ９００円 枠 連（３－５） ５７０円

普通馬連 �� ４，３５０円 馬 単 �� ９，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７２０円 �� ５，２７０円 �� ３，８６０円

３ 連 複 ��� ６０，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１０３５０ 的中 � ２０６５１（４番人気）
複勝票数 計 ３０８５１６ 的中 � ２１２７３（４番人気）� ３７１７２（３番人気）� ７８４２（９番人気）
枠連票数 計 ５２２９２４ 的中 （３－５） ６８４１０（２番人気）
普通馬連票数 計１５３３７７４ 的中 �� ２６０６５（１４番人気）
馬単票数 計１２１１４６９ 的中 �� ９１９３（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８１１９０ 的中 �� ５５６７（１７番人気）�� １７６０（４８番人気）�� ２４１７（３９番人気）
３連複票数 計１７６１９１３ 的中 ��� ２１５６（１３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．９―４９．７―１：０２．５―１：１５．２―１：２８．４―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F４０．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

トウショウアタック �
�
父 トワイニング �

�
母父 Java Gold デビュー ２００４．１１．６ 東京１着

２００２．５．２０生 牡５栗 母 ミッドナイトオアシス 母母 Northernette ２６戦３勝 賞金 ３７，１７７，０００円
〔発走状況〕 キングアーサー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 キングアーサー号は，発走直後に騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔その他〕 ジュエリーティアラ号は，発走後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔３走成績による出走制限〕 テンガロンハット号は，平成１９年２月６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。
（非抽選馬） ３頭 ギャラクシーキッド号・シベリアンライオン号・ソフトパワー号
※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。



００００８ １月６日 雨 稍重 （１９中山１）第１日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

８１５ ベルモントサンダー 牡６鹿 ５７ 内田 博幸 �ベルモントファーム 小西 一男 新冠 ベルモント
ファーム ４９８＋ ４１：１１．０ ４．２�

（大井）

６１２� ミスターケビン 牡５黒鹿５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Strategy
Bloodstock ４８０＋１０１：１１．３１� ４．０�

１１ � ケイアイカールトン 牡５鹿 ５７ 横山 典弘亀田 守弘氏 松山 康久 米
H. J. Hendricks,
Roger Justice &
Rick Littrell

５０８＋ ８１：１１．５１	 ２．７�
４７ 
 フォワードダンサー �４鹿 ５６

５３ ▲田中 博康岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 門別 インターナシヨナル牧場 ５３４± ０ 〃 クビ ４９．３�
５９ ディスパーロ 牡４鹿 ５６ 田中 剛 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B４９４－ ４１：１１．６クビ １２．０�
７１４ チョウカイミッキー 牡７鹿 ５７

５６ ☆塚田 祥雄�平田牧場 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４９０＋ ４１：１１．８１	 １２．１	
４８ 
 コリントシチー 牡６栗 ５７ 鈴来 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新冠 中央牧場 ５１４＋ ８１：１２．２２� １２．８

６１１ キャンディッド 牡７鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人山本 武司氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ５３８＋ ８１：１２．５２ ３０４．３�
７１３
 エンゲルジーク 牡６栃栗５７ 吉田 豊三島 武氏 奥平 雅士 静内 マツケン農場 B５１４＋１０ 〃 ハナ ４８．１�
１２ � ノーブルカフェ 牡６栗

５７
５４ ▲小島 太一西川 恭子氏 小島 太 米 Brushwood

Stable ４３８－ ４ 〃 アタマ ３０．０
２４ 
 タケデンイーグル 牡５鹿 ５７ 菊沢 隆徳武市 弘氏 石栗 龍彦 浦河 安藤牧場 ４９８＋ ８１：１２．９２� ８１．７�
３５ 
 サキノリュウオー 牡５鹿 ５７ 木幡 初広�原 富夫氏 大和田 稔 三石 信田牧場 ４９０＋ ２１：１３．３２� ３９．９�
５１０� ハンナフレグランス 牝４黒鹿５４ 勝浦 正樹窪田 芳郎氏 戸田 博文 米 Sharon A.

Maloney B４９６＋ ６ 〃 クビ ８１．７�
８１６ マイネルアルバ 牡７栗 ５７ 小林 淳一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 静内 真歌田中牧場 ４８２＋ ６１：１３．４クビ ７８．６�
３６  デアテンビー 牝７鹿 ５５

５２ ▲水出 大介伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 �渡 信義 ４８８＋ ２１：１３．７１� ３２５．８�
２３ � マチカネバテレン �８芦 ５７ 五十嵐雄祐細川 益男氏 高橋 祥泰 米 Hermitage

Farm LLC ５１４＋１０１：１４．５５ ２０５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，２３９，７００円 複勝： ３７，３９２，７００円 枠連： ４５，６１０，０００円

普通馬連： １７４，３５２，８００円 馬単： １３５，９１４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，４５６，８００円

３連複： １９３，６６９，７００円 ３連単： 発売なし 計： ６６０，６３６，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（６－８） ８４０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ３２０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３３２３９７ 的中 � ６２６８１（３番人気）
複勝票数 計 ３７３９２７ 的中 � ７２０４９（２番人気）� ６５０３１（３番人気）� ８２２９４（１番人気）
枠連票数 計 ４５６１００ 的中 （６－８） ４０４７１（３番人気）
普通馬連票数 計１７４３５２８ 的中 �� １３６９８０（３番人気）
馬単票数 計１３５９１４８ 的中 �� ５１６７０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０４５６８ 的中 �� ３２０１６（２番人気）�� ３１０５６（３番人気）�� ３７２６７（１番人気）
３連複票数 計１９３６６９７ 的中 ��� １５４８１８（１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．０―１１．９―１２．２―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．６―４５．５―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルモントサンダー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Danzig デビュー ２００３．７．１２ 福島１着

２００１．２．１７生 牡６鹿 母 ミスダンジグ 母母 Egyptian Rose ２１戦４勝 賞金 ５０，６６１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２５頭 アドマイヤドゴール号・アンダンテシチー号・イチライタッチ号・ウィストラム号・ウエスタンウッズ号・

エスティメーション号・エプソムメサイア号・カマーバンド号・グリーンアラモード号・ケイビイスパイダー号・
コスモジャイブ号・シャイニングムーン号・ジョリーズジョー号・ゼンノスカイブルー号・タイセイドラゴン号・
ノーザンキッズ号・ハニーハント号・ベネザプレ号・マグネティックマン号・メルボルンシチー号・
ヤマニンデュエル号・ヤマノルドルフ号・ラインドライブ号・レイザストレングス号・レオフォーレンス号

※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。



００００９ １月６日 雨 稍重 （１９中山１）第１日 第９競走 ��
��２，０００�

か ん ち く

寒 竹 賞
発走１４時１５分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

８１１�� エミーズスマイル 牝３栗 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 出川 龍一 千歳 社台ファーム ４４０＋ ８２：０４．１ ７．３�
（船橋） （大井）

６７ � マイネルオアシス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 様似 林 時春 ５１０－ ６２：０４．４１	 ２７．６�

６６ � マイネルビジュー 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 浦河 丸村村下

ファーム ４４０± ０２：０４．５
 ６１．４�
７８ � エーシンピーシー 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝平井 宏承氏 久保田貴士 米 Winches-

ter Farm ４７０± ０ 〃 ハナ ８．８�
１１ � サンアイブライト 牝３鹿 ５４ 木幡 初広福島 実氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８４＋ ８２：０４．６クビ ２０．６�
７９ � トーセンクラウン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４５４＋ ６ 〃 クビ ２．２	
２２ �� エフティイカロス 牡３黒鹿５６ 田中 勝春吉野 文雄氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４７２－ ４２：０４．８１
 １５．２

４４ � ゴールデンジュビリ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 B５１２± ０２：０５．５４ １０７．１�
５５ �� キングオブロマネ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ５００＋ ４２：０５．７１
 ２０．０
３３ � マンハッタンバー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 様似 小田 誠一 ５２２＋２０２：０６．３３
 ３．２�
８１０ クロスホーリー 牡３栗 ５６ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４７８± ０２：０７．３６ ７６．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３９，４２１，６００円 複勝： ４２，１１８，２００円 枠連： ４５，７１７，０００円

普通馬連： ２０１，４９２，４００円 馬単： １５８，３３９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，５７３，９００円

３連複： １５２，６３０，１００円 ３連単： ４６８，７２４，８００円 計： １，１５４，０１７，３００円

払 戻 金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２７０円 � ５９０円 � ９８０円 枠 連（６－８） ４，０９０円

普通馬連 �� ８，６３０円 馬 単 �� １４，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８８０円 �� ３，８４０円 �� ４，８８０円

３ 連 複 ��� ７３，０５０円 ３ 連 単 ��� ４３９，５５０円

票 数

単勝票数 計 ３９４２１６ 的中 � ４３１０１（３番人気）
複勝票数 計 ４２１１８２ 的中 � ４７２８３（３番人気）� １７９４３（８番人気）� １０１９０（９番人気）
枠連票数 計 ４５７１７０ 的中 （６－８） ８２６３（１３番人気）
普通馬連票数 計２０１４９２４ 的中 �� １７２４１（２６番人気）
馬単票数 計１５８３３９３ 的中 �� ７８０１（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５５７３９ 的中 �� ６０７９（２２番人気）�� ２９０９（３２番人気）�� ２２７６（３６番人気）
３連複票数 計１５２６３０１ 的中 ��� １５４２（１０５番人気）
３連単票数 計４６８７２４８ 的中 ��� ７８７（５２５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１２．９―１２．１―１３．０―１２．８―１２．６―１２．５―１２．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．３―３６．２―４８．３―１：０１．３―１：１４．１―１：２６．７―１：３９．２―１：５１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．４
１
３
１０，４－６，７－８，１１（３，１）９－２，５・（１０，４）－６，７（１１，８）１－９－（３，５）２

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

勝馬の
紹 介

�
�
エミーズスマイル �

�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ホワイトマズル （２戦１勝 賞金 １２，８５８，０００円）

２００４．５．８生 牝３栗 母 エミスフェール 母母 グレイエミネンス

〔制裁〕 トーセンクラウン号の騎手柴山雄一は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００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。



０００１０ １月６日 雨 重 （１９中山１）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�アレキサンドライトステークス

発走１４時５０分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４８ シャーベットトーン 牡５鹿 ５７ 菊沢 隆徳 �社台レースホース奥平 真治 白老 白老ファーム ５２２＋ ２１：５１．４ ５．６�

６１１� カオリノーブル �８鹿 ５７ 田中 剛川畑 �司氏 萱野 浩二 青森 大須賀牧場 ５００＋ ２ 〃 クビ ５０．４�
１２ メガトレンド 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ８１：５１．７２ ９．６�
６１２ ワキノエクセル 牡５青鹿５７ 小牧 太脇山 良之氏 音無 秀孝 追分 追分ファーム ５２０＋１２１：５２．０２ １４．５�
３５ サンデーストリーム �６栗 ５７ 北村 宏司小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 ４９４± ０１：５２．１クビ ５．７�
５１０	� モエレアドミラル 牡５栗 ５７ 小島 太一中村 和夫氏 小島 太 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８６－ ２ 〃 アタマ ５１．６	
７１４
 アグネスネクタル 牡４黒鹿５６ 柴山 雄一渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５１４＋ ２１：５２．５２� ３．８

４７ � デイフラッシュ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B５０６＋ ６ 〃 ハナ １０．５�
８１５ スウォードキャット 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝千明牧場 武藤 善則 浦河 千明牧場 ４８６＋ ８１：５２．８１ ４０．２
３６ ヒカルバローロ 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人高橋 光氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５１４＋１０ 〃 クビ ５８．９�
７１３ ベ ル ー ガ 牡６鹿 ５７ D．バルジュー �サンデーレーシング 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ４１：５２．９クビ ８．３�

（伊）

２３ � パラダイスリヴァー 牡９鹿 ５７ 池添 謙一 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新冠 柏木 一則 ５０４＋１２１：５３．１１� １８０．６�
１１ ジ ュ レ ッ プ 牡６鹿 ５７ 中舘 英二 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４９０＋２０１：５３．２クビ ３８．１�
８１６ ケージーダンシング 牡７鹿 ５７ 内田 博幸川井 五郎氏 鮫島 一歩 新冠 岩見牧場 ５１２± ０ 〃 ハナ １０．４�

（大井）

２４ � シルクヒーロー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治有限会社シルク西塚 安夫 新冠 ムラカミファーム ５４０＋３４ 〃 クビ ２３．９�
５９ メジロオーエン 牡７青鹿５７ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 B５２４＋ ４ 〃 同着 １９３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，７８２，３００円 複勝： ７２，００５，８００円 枠連： ８７，９１０，１００円

普通馬連： ３３６，８５２，８００円 馬単： １９０，１８２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７０，０３９，９００円

３連複： ２７６，８３９，２００円 ３連単： ５６６，６５０，８００円 計： １，６４９，２６３，２００円

払 戻 金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２５０円 � ８００円 � ３５０円 枠 連（４－６） ２，１２０円

普通馬連 �� １５，６２０円 馬 単 �� ２４，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３４０円 �� １，１８０円 �� ４，３７０円

３ 連 複 ��� ３６，５７０円 ３ 連 単 ��� ２２０，６８０円

票 数

単勝票数 計 ４８７８２３ 的中 � ６８９９６（２番人気）
複勝票数 計 ７２００５８ 的中 � ８９１５９（３番人気）� ２０５０２（１０番人気）� ５５２１５（６番人気）
枠連票数 計 ８７９１０１ 的中 （４－６） ３０６８６（１０番人気）
普通馬連票数 計３３６８５２８ 的中 �� １５９１８（４９番人気）
馬単票数 計１９０１８２３ 的中 �� ５６５０（８７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７００３９９ 的中 �� ５１０８（３９番人気）�� １５０９７（１６番人気）�� ３８７４（５５番人気）
３連複票数 計２７６８３９２ 的中 ��� ５５８８（１２３番人気）
３連単票数 計５６６６５０８ 的中 ��� １８９５（６９５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．４―１３．１―１２．３―１２．０―１２．２―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３６．３―４９．４―１：０１．７―１：１３．７―１：２５．９―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．７
１
３

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

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

シャーベットトーン �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 Boundary デビュー ２００４．８．２９ 札幌７着

２００２．３．２８生 牡５鹿 母 ジ ェ ラ ー ト 母母 パーフェクトジェム １７戦５勝 賞金 ８５，６７６，０００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 ウインレガート号・ウルフボーイ号・グランパティシエ号・スマートストリーム号・タイキヴァンベール号・

マジックアワー号・マーブルバルダー号
※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。



０００１１ １月６日 雨 重 （１９中山１）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�第５６回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右）

４歳以上，１８．１．５以降１８．１２．２４まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
日刊スポーツ新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ４３，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，５００，０００円 ４，３００，０００円
付 加 賞 ６２３，０００円 １７８，０００円 ８９，０００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

５９ シャドウゲイト 牡５黒鹿５３ 田中 勝春飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２２：０２．４ ７．３�

４８ アサカディフィート �９黒鹿５７．５ 小牧 太林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５２６－ ４２：０３．６７ ２０．３�
６１２� ブラックタイド 牡６黒鹿５５ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５００＋ ６２：０３．７� ７．１�
５１０	� ロ ジ ッ ク 牡４黒鹿５６ 内田 博幸前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 武田 修一 ５０４－ ２２：０４．０２ ２４．４�

（大井）

３５ フォルテベリーニ 牡５栗 ５４ 中舘 英二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５１２＋ ４２：０４．３１
 １５．４�
７１３	 トウショウシロッコ 牡４黒鹿５３ 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 ４８４＋ ２２：０４．４
 ８．３	
６１１	 グロリアスウィーク 牡４鹿 ５５ 北村 宏司 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４２：０４．８２� １２．２

７１４	 マヤノライジン 牡６鹿 ５６ 池添 謙一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４７２＋ ２２：０４．９
 ４．５�
２３ パッシングマーク 牡４鹿 ５２ 勝浦 正樹 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８４± ０ 〃 ハナ ３４．７�
８１５ ヴィータローザ 牡７栗 ５７．５ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ２２：０５．０クビ ３５．５
４７ 	 キープクワイエット 牝６鹿 ５０ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 白老ファーム ４８０－ ２２：０５．３１
 ５９．９�
１１ 	 シェイクマイハート 牡７芦 ５３ 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 ４７６＋ ２２：０５．６１
 ８３．７�
１２ � ダンツジャッジ 牡８黒鹿５６ D．バルジュー山元 哲二氏 山内 研二 門別 野島牧場 ５００－ ２２：０５．７クビ １９．７�

（伊）

２４ イ ー ス タ ー 牡４青鹿５４ 長谷川浩大吉田 勝己氏 瀬戸口 勉 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ４２：０５．９１� ７．９�
３６ � シャーディーナイス 牡８鹿 ４８ 石神 深一戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５４２＋ ４２：０７．１７ １４３．４�
８１６� ワンモアチャッター 牡７黒鹿５７ 横山 典弘松井 一三氏 友道 康夫 白老 白老ファーム ４６２＋ ６２：０７．２
 ７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２０，７１５，２００円 複勝： １４６，８０９，４００円 枠連： ３４１，０３４，６００円

普通馬連： １，５１１，１４９，１００円 馬単： ７４９，９８５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３９，１１８，２００円

３連複： １，１８４，４４１，４００円 ３連単： ２，２５２，２１７，１００円 計： ６，５４５，４７０，５００円

払 戻 金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ３１０円 � ５２０円 � ２７０円 枠 連（４－５） ５，３７０円

普通馬連 �� １０，０６０円 馬 単 �� １０，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１１０円 �� １，２４０円 �� ２，８４０円

３ 連 複 ��� ２７，５９０円 ３ 連 単 ��� １２８，２８０円

票 数

単勝票数 計１２０７１５２ 的中 � １３０８３１（３番人気）
複勝票数 計１４６８０９４ 的中 � １２９５０２（６番人気）� ６８０８１（１０番人気）� １５７８５０（２番人気）
枠連票数 計３４１０３４６ 的中 （４－５） ４６８８３（２６番人気）
普通馬連票数 計１５１１１４９１ 的中 �� １１０８６０（４１番人気）
馬単票数 計７４９９８５５ 的中 �� ５５０２３（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２３９１１８２ 的中 �� １８６８５（４１番人気）�� ４８７９５（１４番人気）�� ２０５５４（３９番人気）
３連複票数 計１１８４４４１４ 的中 ��� ３１６８３（９４番人気）
３連単票数 計２２５２２１７１ 的中 ��� １２９５８（４５０番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１２．６―１１．６―１２．２―１２．１―１２．５―１２．６―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．４―３６．０―４７．６―５９．８―１：１１．９―１：２４．４―１：３７．０―１：４９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３８．０
１
３
１６，９（２，３）（１，４）（７，１４）１０，５，６（１１，１２）１５－（８，１３）・（１６，９）（１，２，４，１４）（３，１１）（７，５）（１０，１２）（１５，１３）６－８

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

勝馬の
紹 介

シャドウゲイト �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．２．１９ 東京６着

２００２．３．２３生 牡５黒鹿 母 ファビラスターン 母母 カッティングエッジ １６戦５勝 賞金 １０５，２９８，０００円
〔発走状況〕 トウショウシロッコ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トウショウシロッコ号は，平成１９年１月７日から平成１９年１月２８日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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。



０００１２ １月６日 雨 不良 （１９中山１）第１日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時００分 （芝・右・外）

牝，１０００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

８１５ トーセンハピネス 牝５鹿 ５５ 田中 勝春島川 �哉氏 大久保龍志 静内 岡田スタツド ４５４± ０１：３７．７ ７．６�

５１０�� エイワジョリー 牝５黒鹿５５ 勝浦 正樹永井公太郎氏 菊川 正達 静内 山際 智 ４７２＋ ４１：３８．０２ ２１．０�
８１６� キラリダイヤモンド 牝５黒鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人 �社台レースホース秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４６０＋ ８１：３８．１クビ １２．７�
２３ ノットユアビジネス 牝５鹿 ５５ 石橋 脩諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：３８．４２ ６．９�
７１４�� アミュレット 牝６鹿 ５５ 池添 謙一 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４３０－ ８１：３８．５クビ ７１．５�
６１２� プリンセスドルチェ 牝４鹿 ５４ 吉田 豊吉田 勝己氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４３０± ０ 〃 ハナ ７．６	
２４ � セイングレンド 牝６青鹿５５ 内田 博幸吉田 勝己氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ４ 〃 クビ ２．６


（大井）

１２ � フレンチムード 牝５鹿 ５５
５３ △大野 拓弥原 �子氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８４± ０１：３８．９２	 ４１．７�

６１１ エレアシチー 牝６鹿 ５５ 横山 典弘 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 門別 井本 文雄 ４５８－ ４ 〃 クビ １５．６
３６ マイネシャーナ 牝６鹿 ５５

５４ ☆津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 保田 一隆 門別 白井牧場 ４８０＋ ２１：３９．０	 １２３．０�

５９ �� ロ ゼ ッ タ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一�橋 信博氏 高橋 義博 静内（有）下河辺トレー
ニングセンター ４１２＋ ２１：３９．１クビ ７２．６�

４８ サイレントアスク 牝６栗 ５５ 武士沢友治�ティーエイチ 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：３９．５２	 ３７．４�
４７ グロリアスアーチ 牝５黒鹿５５ 小野 次郎飯田 政子氏 尾形 充弘 静内 千代田牧場 ４６２＋ ４ 〃 アタマ ７８．１�
１１ パリサンジェルマン 牝４栗 ５４ 菊沢 隆徳渡邊 隆氏 手塚 貴久 浦河 三好牧場 ４７２＋ ４１：４０．１３	 １８．５�
３５ イストワール 牝６黒鹿５５ 木幡 初広 �社台レースホース古賀 史生 白老 白老ファーム ４８２＋ ８１：４０．７３	 １８９．２�
７１３� グランフィナーレ 牝６黒鹿５５ 北村 宏司サウスニア� 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４６６＋ ４ （競走中止） ９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，０８０，７００円 複勝： ５２，５５７，２００円 枠連： ８４，６０７，５００円

普通馬連： ２５８，３０７，３００円 馬単： １６６，９４１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，３０７，０００円

３連複： ２０８，１２７，８００円 ３連単： ４６１，６５２，６００円 計： １，３３１，５８１，４００円

払 戻 金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ３００円 � ５１０円 � ３９０円 枠 連（５－８） ３，６３０円

普通馬連 �� ７，６９０円 馬 単 �� １５，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２４０円 �� １，３００円 �� ２，３７０円

３ 連 複 ��� ２１，４４０円 ３ 連 単 ��� １２２，６９０円

票 数

単勝票数 計 ４３０８０７ 的中 � ４５０２１（３番人気）
複勝票数 計 ５２５５７２ 的中 � ５０１１８（４番人気）� ２５８８１（７番人気）� ３５２３４（６番人気）
枠連票数 計 ８４６０７５ 的中 （５－８） １７２２１（１３番人気）
普通馬連票数 計２５８３０７３ 的中 �� ２４８１６（３０番人気）
馬単票数 計１６６９４１３ 的中 �� ７７３０（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６３０７０ 的中 �� ６１５８（２６番人気）�� １０８７２（１２番人気）�� ５７９５（２９番人気）
３連複票数 計２０８１２７８ 的中 ��� ７１６５（６１番人気）
３連単票数 計４６１６５２６ 的中 ��� ２７７７（３５７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．９―１２．１―１２．６―１２．２―１２．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．１―３６．０―４８．１―１：００．７―１：１２．９―１：２５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．０

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンハピネス �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Saratoga Six デビュー ２００５．１．８ 京都３着

２００２．５．１２生 牝５鹿 母 リッジフィールド 母母 Twilight Ridge １７戦３勝 賞金 ４６，６０４，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔競走中止〕 グランフィナーレ号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため４コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 スルーレート号・ノーザンスター号・ロランラムール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（１９中山１）第１日 １月６日（土曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良後稍重後重後不良
良後稍重後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８６頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
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

２５４，５７０，０００円
３，３６０，０００円
２０，１８０，０００円
７００，０００円
１，９１０，０００円
２７，５８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６９，０６０，０００円
５，１０８，０００円
１，８７８，６００円

勝馬投票券売得金
４５６，９７１，３００円
５４７，８７３，７００円
８７６，９５０，４００円
３，２６８，７８７，３００円
２，０７３，７６７，５００円
６５３，１９６，０００円
２，９５６，１０２，０００円
３，７４９，２４５，３００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 １４，５８２，８９３，５００円

総入場人員 ４０，７０５名 （有料入場人員 ３８，６８６名）




