
０００４９ １月１４日 晴 良 （１９中山１）第５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

６１２� ハードランナー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ５００＋ ２１：１４．６ ８．５�

５９ �� ヤエノアカハチ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４５８＋１４ 〃 クビ ２．７�
２３ セレクトアゲン 牡３鹿 ５６

５４ △大野 拓弥浅川 皓司氏 中野 栄治 静内 三木田 明仁 ４６２－ ２１：１４．８１� １４．４�
１１ � テンジンミナトオー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�テンジン 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４８６－ ２１：１５．０１ １９．４�
３５ � デ ー ト 牝３栗 ５４ 北村 宏司小田切有一氏 矢野 進 三石 木下牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ３９．６�
８１６� ダブルヒーロー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩小川 弘氏 斎藤 宏 浦河 北光牧場 ５２４－ ４１：１５．３１� ６．２�
２４ � ニシニキイロ 牡３芦 ５６ 小野 次郎小林 祥晃氏 保田 一隆 鵡川 西山牧場 ４４６± ０ 〃 クビ ６９．１	
４８ � ローズフレッシュ 牝３栗 ５４

５３ ☆吉田 隼人臼田 浩義氏 秋山 雅一 新冠 秋田牧場 ４４０－ ８１：１５．４クビ １０．５

３６ ジェイケイクリーク 牝３鹿 ５４ 横山 典弘小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 安田 豊重 ５０２＋１２１：１５．８２� ３．４�
４７ �� ホッコーターゲット 牡３黒鹿５６ 村田 一誠矢部 幸一氏 松永 勇 宮城 遊佐 武俊 ４５２＋ ６１：１５．９� ２７４．７�
１２ ホワイトアロー 牡３芦 ５６ 菊沢 隆徳藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 B４６８＋ ８ 〃 アタマ １４５．５�
６１１ スバルジョウ 牡３栗 ５６ 吉田 豊野村 勇氏 奥平 真治 門別 中館牧場 ４４０＋ ８１：１６．１� ８９．０�
８１５ ホ マ レ ブ ロ 牡３芦 ５６ 土谷 智紀本間 茂氏 古賀 慎明 青森 太田ファーム ４９２± ０１：１６．５２� １９８．３�
７１４ ヨシヴァーティカル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４３２＋１４１：１６．７１� ６３．８�
７１３ ヒカルラブレター 牝３栗 ５４ 田中 勝春高橋 光氏 西塚 安夫 門別 下川 茂広 ３７４＋ ４１：１７．０２ １８９．１�
５１０ タイセイゴールド 牡３鹿 ５６ D．バルジュー田中 成奉氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４５２± ０１：１７．５３ ２０５．４�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２５２，６００円 複勝： ２４，９６４，０００円 枠連： ２７，５８９，７００円

普通馬連： ９８，９５４，５００円 馬単： ８４，９３７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８９２，７００円

３連複： １２６，７３６，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４１０，３２８，３００円

払 戻 金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � ２６０円 枠 連（５－６） ７５０円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ９４０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２５２６ 的中 � １８９４２（４番人気）
複勝票数 計 ２４９６４０ 的中 � ２８０１７（４番人気）� ６８２６０（１番人気）� ２０１００（６番人気）
枠連票数 計 ２７５８９７ 的中 （５－６） ２７３０９（２番人気）
普通馬連票数 計 ９８９５４５ 的中 �� ７９５９０（３番人気）
馬単票数 計 ８４９３７９ 的中 �� ２２１６６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８９２７ 的中 �� １７１３４（２番人気）�� ６６６８（１３番人気）�� １１０３２（６番人気）
３連複票数 計１２６７３６９ 的中 ��� ３４０１４（９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１２．６―１３．４―１４．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．１―４６．７―１：００．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．８―３F４０．５
３ ・（３，６）１２（８，１４）９（５，１６）－１（２，７）（４，１０，１５）－（１１，１３） ４ ・（３，６）１２，８（１４，９）５－１，１６－２，４，７，１０（１１，１５）１３

勝馬の
紹 介

�ハードランナー �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 Danzig デビュー ２００６．１２．２３ 中山５着

２００４．２．２２生 牡３鹿 母 シーズレイジング 母母 Special Sunshine ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 タケデンコンゴウ号・ノムクルーズ号
※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。



０００５０ １月１４日 晴 良 （１９中山１）第５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

５９ シーズアレディ 牝３鹿 ５４
５１ ▲田中 博康�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４６０＋ ２２：００．３ ８．５�

６１１�� トーセンアイリス 牝３栗 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 奥平 真治 千歳 社台ファーム ４９２－１０２：００．４クビ １．５�
４８ �� ラ ス ト ベ ガ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊吉田 昭一氏 加賀 武見 静内 静内酒井牧場 ４２６± ０２：００．６１� １８．１�
８１６� フローリスト 牝３鹿 ５４ 木幡 初広今井 正一氏 大和田 稔 門別 下河辺牧場 ４２８－ ４２：００．７� ５７．１�
１２ マルヨスーパーラブ 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人野村 春行氏 平井 雄二 新冠 若林牧場 ４５４－ ４ 〃 アタマ ３６．６�
６１２ グランドアムール 牝３鹿 ５４ 吉永 護�グランド牧場 大江原 哲 静内 グランド牧場 B４１８± ０２：０１．２３ ５０．４	
４７ クロフネマンボ 牝３芦 ５４ 小林 淳一白井 繁夫氏 松永 勇 三石 ヒサイファーム ５４６＋ ４２：０１．３� ４．５

３５ � キャサリンダイヤ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４７８－ ２２：０１．４� ７３．１�
５１０ アポロハニービー 牝３鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 石栗 龍彦 新冠 三村 卓也 ４５４－ ６２：０１．７２ ２３７．３
１１ ラビットジーズニ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４５０－１０２：０１．９１� １１１．５�
７１３ ダズリングピアス 牝３鹿 ５４

５３ ☆塚田 祥雄山内 広氏 郷原 洋行 浦河 鈴木 武蔵 ４２８－ ４２：０２．１１ ２７４．３�
８１５ ルージュセレクト 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義三枝 栄二氏 中野 栄治 新冠 小泉 学 ４６０＋ ４２：０２．５２� ５２．７�
２４ リワードマナキン 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行宮崎忠比古氏 田中 清隆 新冠 越湖牧場 B４５２－ ８２：０２．７１ ３７．５�
２３ ウエスタンファイン 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司西川 賢氏 郷原 洋行 静内 北西牧場 ４５６－ ６２：０３．２３ １９．２�
７１４� レッドコサージュ 牝３鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４３６± ０２：０３．９４ ５３７．６�

３６ ヒップホップ 牝３鹿 ５４
５１ ▲佐藤 聖也子安 一光氏 笹倉 武久 門別 宝寄山 忠則 ４１６± ０２：０５．３９ ５６４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，４２３，３００円 複勝： ２５，８１１，４００円 枠連： ３１，７０１，９００円

普通馬連： ９９，３９２，０００円 馬単： １１１，２６６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，７５５，７００円

３連複： １３３，５３１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４５９，８８１，５００円

払 戻 金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ２９０円 枠 連（５－６） ４６０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� １，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ９７０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７４２３３ 的中 � ２５４９９（３番人気）
複勝票数 計 ２５８１１４ 的中 � ３５７８５（３番人気）� １０４４３７（１番人気）� １４００６（４番人気）
枠連票数 計 ３１７０１９ 的中 （５－６） ５０９１５（２番人気）
普通馬連票数 計 ９９３９２０ 的中 �� １４２２０８（２番人気）
馬単票数 計１１１２６６０ 的中 �� ４８３２３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０７５５７ 的中 �� ４５０９３（１番人気）�� ６５５７（１３番人気）�� １７１４８（３番人気）
３連複票数 計１３３５３１２ 的中 ��� ６２６６２（３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１３．４―１４．２―１３．５―１３．７―１３．４―１３．６―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．７―３８．１―５２．３―１：０５．８―１：１９．５―１：３２．９―１：４６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．５―３F４０．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

シーズアレディ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００６．１０．８ 東京８着

２００４．２．１７生 牝３鹿 母 レディパフォーマー 母母 Music and Dance ４戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔制裁〕 シーズアレディ号の騎手田中博康は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※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 デルマアン号



０００５１ １月１４日 晴 良 （１９中山１）第５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）

若手騎手，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

８１６ ティムガッド 牡３鹿 ５６
５５ ☆津村 明秀伊達 秀和氏 上原 博之 門別 サンシャイン

牧場 ４６６＋ ２１：１４．１ ２．７�

５１０� エフテーララーヤ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信深野 茂雄氏 西塚 安夫 えりも 上島牧場 ４４０± ０１：１４．８４ ９．２�
２４ デ ザ フ ィ オ 牡３鹿 ５６

５５ ☆吉田 隼人�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４５４＋１０ 〃 クビ ２．７�
３６ � ムーランヴェール 牝３鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人齊藤四方司氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム ４２４－ ６１：１４．９クビ ８．２�

６１２� メジロカペラ 牝３鹿 ５４
５１ ▲黛 弘人�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ４５６＋ ２１：１５．４３ ４１．０�

４８ コスモプリマ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲高野 和馬岡田 繁幸氏 成島 英春 新冠 コスモビューファーム ４４８＋ ４１：１５．５� ２２．７�

２３ � レパティヌール 牝３芦 ５４
５１ ▲田中 博康�ミルファーム 保田 一隆 三石 中橋 正 ４５０＋ ２ 〃 クビ ２０．９	

８１５� バトルソニック 牡３鹿 ５６ 石神 深一宮川 秋信氏 佐藤 吉勝 浦河 桑田牧場 ４４４＋ ２１：１５．９２� ３８．７

７１３�� スマスタトッキー 牝３鹿

５４
５３ ☆塚田 祥雄 �ルーラル・オカダ 久保田貴士 浦河 村中牧場 ４１８＋１０１：１６．０� ２１３．８�

６１１ ハイギアチェンジ 牝３鹿 ５４ 五十嵐雄祐田中 春美氏 鈴木 勝美 三石 田中 春美 ４４６＋ ４１：１６．１クビ ２８４．９�
３５ � フジノイチヒメ 牝３栗 ５４

５１ ▲小島 太一藤井 五三氏 柄崎 孝 新冠 北星村田牧場 ４５０－２０１：１６．４１� ２９２．２
１２ � サンマルマドンナ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人相馬 勇氏 蛯名 信広 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４４６－ ４１：１６．５クビ ５８７．４�

１１ � グリーンキャッスル 牝３鹿 ５４ 蓑島 靖典関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ３８８－１４１：１７．３５ ２７７．６�
７１４� ナンヨーミドル 牝３鹿 ５４

５２ △大野 拓弥中村 �也氏 奥平 雅士 浦河 富田牧場 ４６０＋１０１：１７．４� ８．４�
４７ アルカンシェル 牡３鹿 ５６

５３ ▲水出 大介�富美男企画 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ４３４＋ ６１：１７．７１� ３８８．３�
５９ � ヒシホーリー 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 B４４４－１０１：１７．９１ １４１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，９２０，４００円 複勝： ２６，５３５，４００円 枠連： ３１，７４８，６００円

普通馬連： １０７，１６９，２００円 馬単： １０２，６３２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，２１７，９００円

３連複： １３７，３６１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４６３，５８６，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（５－８） ７８０円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ２１０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８９２０４ 的中 � ８５４０９（１番人気）
複勝票数 計 ２６５３５４ 的中 � ７０５４３（１番人気）� ２４８４１（５番人気）� ５８３４１（２番人気）
枠連票数 計 ３１７４８６ 的中 （５－８） ３０３１６（３番人気）
普通馬連票数 計１０７１６９２ 的中 �� ７８５３７（４番人気）
馬単票数 計１０２６３２９ 的中 �� ４３３８４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９２１７９ 的中 �� １７２９９（３番人気）�� ４１５５４（１番人気）�� １２８８１（７番人気）
３連複票数 計１３７３６１８ 的中 ��� ８６８５１（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．４―１３．１―１２．７―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．４―４７．５―１：００．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３９．７
３ １６（１４，１５）（６，１２）１０，４，１１（２，８）－（７，１３）５（１，３）９ ４ １６（１５，１２，１０）（１４，６）４，８（２，１１）－１３，７（３，５）１－９

勝馬の
紹 介

ティムガッド �
�
父 サザンヘイロー �

�
母父 Theatrical デビュー ２００６．７．１ 福島５着

２００４．５．１２生 牡３鹿 母 パ ル ツ ェ 母母 Golden Hind ５戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アジルメンテ号・ジョウノカグヤヒメ号・センザイイチグウ号・ブルーシーズン号



０００５２ １月１４日 晴 良 （１９中山１）第５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）

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

８１５� ノワールシチー 牡３栗 ５６
５３ ▲的場 勇人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 B４８０－ ８１：５７．９ １６．０�

３６ サンワードレッツ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義古谷 敏明氏 中川 公成 浦河 梅田牧場 ４８０－ ２１：５８．８５ ５．８�
８１６� ル ド ベ キ ア 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一吉田 安惠氏 秋山 雅一 追分 追分ファーム ５３６＋ ２ 〃 クビ １１．１�
３５ � マイネルシーワ 牡３栗 ５６ 中舘 英二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 中本牧場 ４７０－ ２１：５８．９クビ ９．１�
５９ � キングタキオン 牡３黒鹿５６ 郷原 洋司嶋田 賢氏 本郷 一彦 浦河 三嶋牧場 B４８６－ ４１：５９．３２� １３．８�
６１１	 ディープハンター 牡３栗 ５６

５５ ☆吉田 隼人深見 富朗氏 伊藤 伸一 英 Snailwell
Stud Co Ltd ４７４＋ ６１：５９．７２� ４．４�

７１３� アイサダドラゴン 牡３栗 ５６ 小野 次郎平野 岩夫氏 中野 隆良 新冠 森田 芳男 ５１６－ ２ 〃 ハナ ３４．５	
１２ � ナンヨーイースト 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹中村 �也氏 尾形 充弘 浦河 梅田牧場 ４５０－ ８２：００．０１
 ４．８

２３ � タカミツバーディ 牡３芦 ５６ 村上 忍高橋 光雄氏 畠山 重則 浦河 ハヤシファーム ５３０± ０２：００．１
 ２７．４�

（岩手）

７１４� メジロラスタバン 牡３黒鹿５６ 菊沢 隆徳�メジロ牧場 奥平 真治 洞爺 メジロ牧場 ４５２＋ ２２：００．４２ １２５．１
２４ 	 マルターズドーラ 牝３鹿 ５４

５２ △大野 拓弥藤田与志男氏 尾形 充弘 米 Yoshio Fujita ４４８± ０２：０１．４６ ３１．３�
６１２ フサイチアデクタム 牡３黒鹿５６ D．バルジュー関口 房朗氏 岩戸 孝樹 門別 下河辺牧場 ４７６＋１０２：０１．９３ １３．４�

（伊）

４７ � ダイワデリンジャー 牡３栗 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 新冠 ハシモトフアーム ４４４± ０２：０２．０� １６３．５�
１１ � アリマエンパイア 牡３芦 ５６ 田中 勝春有馬 博文氏 清水 英克 静内 藤沢牧場 ４５６＋ ４２：０２．２１� ８．２�
５１０� シ オ カ ゼ 牡３芦 ５６ 大庭 和弥西垣 �三氏 高橋 義博 浦河 木戸口牧場 ４９６＋ ８２：０４．１大差 １７８．３�
４８ アタックフォー 牡３栗 ５６

５５ ☆塚田 祥雄根本 勝氏 矢野 照正 様似 長田 操 ４７８＋ ２２：０６．２大差 １９８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６６６，０００円 複勝： ２７，９５４，４００円 枠連： ４７，８１４，３００円

普通馬連： １２０，７２４，０００円 馬単： １０１，７５６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，３６１，６００円

３連複： １５７，０１４，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５１０，２９０，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，６００円 複 勝 � ４３０円 � ２２０円 � ３６０円 枠 連（３－８） １，２４０円

普通馬連 �� ６，４１０円 馬 単 �� １６，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３００円 �� １，９２０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ２４，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３６６６０ 的中 � １１６９２（９番人気）
複勝票数 計 ２７９５４４ 的中 � １５８８７（８番人気）� ３９０６９（２番人気）� １９５２８（６番人気）
枠連票数 計 ４７８１４３ 的中 （３－８） ２８４７４（６番人気）
普通馬連票数 計１２０７２４０ 的中 �� １３９０８（２７番人気）
馬単票数 計１０１７５６４ 的中 �� ４５１４（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１３６１６ 的中 �� ３３３５（３３番人気）�� ４０１５（２６番人気）�� ５０７７（２０番人気）
３連複票数 計１５７０１４１ 的中 ��� ４８１３（９５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１２．９―１３．６―１３．１―１２．９―１３．３―１３．５―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３７．６―５１．２―１：０４．３―１：１７．２―１：３０．５―１：４４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．６―３F４０．７
１
３

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

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

�ノワールシチー �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００６．１０．２１ 東京５着

２００４．３．１２生 牡３栗 母 アズマエデン 母母 アズマリーフ ４戦１勝 賞金 ６，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シオカゼ号・アタックフォー号は，平成１９年２月１４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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ケージーシルキー号・コパノライジン号・マケテタマルカ号・モリノカントリー号
（非抽選馬） １頭 トウショウサウンド号
※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。



０００５３ １月１４日 晴 良 （１９中山１）第５日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２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

２３ ナイツブリッジ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ４８２ ―１：１３．１ ２．７�

６１１ プレンティラヴ 牝３鹿 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 ４９４ ―１：１３．８４ ３１．９�
３５ � ワタシキレイ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 静内 タイヘイ牧場 ４６８ ―１：１４．２２� １２．５�
６１０� トップオブドーラ 牝３鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人藤田与志男氏 斎藤 誠 米 Yoshio Fujita ４３６ ― 〃 ハナ ２．４�
４６ 	 ム ー ン ボ ー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ４２０ ― 〃 クビ ２３．６�
８１４ ベルグコマンダー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人山田 俊一氏 清水 美波 静内 静内酒井牧場 ３９８ ―１：１４．８３� ５７．６	
１１ エ ア ソ ワ レ 牝３栗 ５４ 横山 典弘 �ラッキーフィールド小島 茂之 平取 稲原牧場 ４３２ ―１：１５．４３� ８．８

５９ � オフザレコード 牡３栗 ５６ 吉田 豊�柏台牧場 戸田 博文 門別 柏台牧場 ４５２ ―１：１５．７２ ５６．５�
４７ � エステルハージ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二吉橋 計氏 戸田 博文 三石 片山 修 ４６４ ―１：１６．０１
 ３１．４�
８１５ ナイキヴィゴラス 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義小野 誠治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４４０ ―１：１６．２１ ８３．４
３４ � タクティカルカップ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 米 Shadai Farm ４７０ ―１：１６．３� １１．５�
２２ ゴールデンシーズ 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿池田 豊治氏 古賀 慎明 門別 信育成牧場 ４５６ ―１：１６．７２� １４３．５�
７１３ パープルオーキッド 牝３鹿 ５４

５３ ☆塚田 祥雄�大道牧場 小島 茂之 浦河 大道牧場 ４６６ ―１：１７．１２� １８４．３�
５８ �	 スズシルクロード 牡３鹿

５６
５５ ☆津村 明秀小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８ ―１：１７．４１
 ７５．７�
７１２ ペイトレイク 牝３黒鹿５４ 鈴来 直人�グランド牧場 平井 雄二 静内 グランド牧場 ４５６ ―１：１８．４６ ４３２．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，８１５，９００円 複勝： ２６，０９１，２００円 枠連： ３５，６３２，２００円

普通馬連： １１１，４００，８００円 馬単： １１５，４５７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１５０，３００円

３連複： １４７，９３４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４９２，４８２，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １６０円 � ５８０円 � ３７０円 枠 連（２－６） ２８０円

普通馬連 �� ４，０２０円 馬 単 �� ５，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� ７３０円 �� ２，５６０円

３ 連 複 ��� １０，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６８１５９ 的中 � ７８６８９（２番人気）
複勝票数 計 ２６０９１２ 的中 � ５９７２７（２番人気）� ９５２７（７番人気）� １６３１８（５番人気）
枠連票数 計 ３５６３２２ 的中 （２－６） ９６１０１（１番人気）
普通馬連票数 計１１１４００８ 的中 �� ２０４８６（１２番人気）
馬単票数 計１１５４５７４ 的中 �� １５９４３（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１５０３ 的中 �� ５１０４（１４番人気）�� １０３９０（７番人気）�� ２７０８（２４番人気）
３連複票数 計１４７９３４９ 的中 ��� １０６７２（２８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．７―１２．６―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．５―４７．１―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイツブリッジ �
�
父 Grand Slam �

�
母父 Topsider 初出走

２００４．４．１２生 牝３栗 母 スローンストリート 母母 Worth Avenue １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイトレイク号は，平成１９年２月１４日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ロランダヴォス号（疾病〔蕁麻疹〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アイアムトゥルー号・アズユーディザイア号・キートゥザホープ号・スプリングアトス号・チャームドレス号・

トウカイギルト号・トーセンヒヨシマル号・マルタカスティーヴ号・ミレニアムカースル号



０００５４ １月１４日 晴 良 （１９中山１）第５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

８１３ ウエスタンヒート 牡３鹿 ５６ 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ４５６ ―１：５２．４ １１．８�

５８ � ヒカルダイヤモンド 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４６４ ―１：５２．８２� ３．２�
３４ � エンジェルステージ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一山科 統氏 堀 宣行 浦河 バンダム牧場 ４３６ ―１：５２．９クビ １６．９�
７１１�� デュアルソニック 	３鹿 ５６ 菊沢 隆徳細谷 典幸氏 国枝 栄 鵡川 上水牧場 ４３６ ―１：５３．２２ １０９．０�
１１ ザドリームキング 牡３鹿 ５６ 木幡 初広平本 敏夫氏 根本 康広 新冠 川上牧場 ４８２ ―１：５３．３
 ２．２�
４５ スプリングヘッド 牡３鹿 ５６

５５ ☆吉田 隼人加藤 春夫氏 相沢 郁 静内 三宅牧場 ４７０ ―１：５３．４� ４３．５�
６１０ スズマリナー 牡３鹿 ５６ D．バルジュー小紫 芳夫氏 高橋 裕 三石 村上牧場 ４６０ ― 〃 アタマ ３７．３�

（伊）

３３ � ナムラビスマルク 牡３栗 ５６ 中舘 英二奈村 信重氏 田村 康仁 門別 いとう牧場 ４７０ ―１：５３．６１� １５．６	
２２ � ファーストラン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海水上 行雄氏 土田 稔 浦河 笠松牧場 ４１６ ―１：５３．７クビ ７２．７

７１２� イブキシャナオウ 牡３栗 ５６

５４ △大野 拓弥�伊吹 菅原 泰夫 門別 北陽ファーム ４３０ ―１：５４．０１
 １００．８�
６９ � フラワーマキシマム 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 博康保谷フミ子氏 奥平 雅士 新冠 守矢牧場 ４４０ ―１：５５．２７ １５０．１
４６ � オープンガーデン 牡３鹿 ５６ 岩部 純二吉橋 計氏 萱野 浩二 えりも 寺井 文秀 ４５６ ―１：５５．６２� １８７．３�
５７ � トゥルーオトメ 牝３黒鹿５４ 穂苅 寿彦神山 幸男氏 和田 正道 新冠 新冠橋本牧場 ５０４ ― 〃 クビ ２２１．０�
８１４� ウェディングフジコ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４５２ ―１：５５．９２ ５．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，２９７，６００円 複勝： ２６，７９３，０００円 枠連： ３８，０２９，７００円

普通馬連： １１１，９６９，７００円 馬単： １１６，１１２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，２７１，７００円

３連複： １４１，３６０，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４９０，８３５，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，１８０円 複 勝 � ２６０円 � １５０円 � ３７０円 枠 連（５－８） ５５０円

普通馬連 �� １，７１０円 馬 単 �� ４，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� １，７１０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ６，１７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８２９７６ 的中 � １８９５０（４番人気）
複勝票数 計 ２６７９３０ 的中 � ２３８７４（４番人気）� ６６６７５（２番人気）� １５３７０（６番人気）
枠連票数 計 ３８０２９７ 的中 （５－８） ５１４００（３番人気）
普通馬連票数 計１１１９６９７ 的中 �� ４８４３６（７番人気）
馬単票数 計１１６１１２７ 的中 �� １８４１７（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８２７１７ 的中 �� １１５９０（５番人気）�� ３８８２（１８番人気）�� ９４４３（８番人気）
３連複票数 計１４１３６０７ 的中 ��� １６９１３（１８番人気）

ハロンタイム １２．９―１３．２―１２．７―１３．９―１２．６―１２．３―１１．７―１０．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２６．１―３８．８―５２．７―１：０５．３―１：１７．６―１：２９．３―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．８
１
３

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

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

ウエスタンヒート �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ウォーニング 初出走

２００４．４．９生 牡３鹿 母 ウエスタンビビアン 母母 ミュージッククラシック １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 フラワーマキシマム号の騎手田中博康は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 グレイトセイヴィア号・ゲイルスパーキー号・ダニエルシチー号・フサイチルネサンス号
※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。



０００５５ １月１４日 晴 良 （１９中山１）第５日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （芝・右・外）

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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１４� サクラゼウス 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�さくらコマース藤原 辰雄 静内 新和牧場 ５００－ ８１：０９．２ ４．１�

３４ � ダノンムロー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝�ダノックス 加藤 征弘 米 Fontainebleau
Farm Inc. ４５４－ ６１：０９．４１� １．７�

５９ � リッターヴォルト 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�伊吹 橋口弘次郎 米 Hokuyou
Farm ５００－ ２１：０９．８２	 ２８．４�

７１２�
 サクラネクスト 牡３栗 ５６ 松岡 正海�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４６４＋１６１：０９．９� ２１０．７�
４６ � モデスティー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春ディアレスト 高橋 裕 三石 城地 清満 ４３６＋ ６１：１０．２２ １８３．５�
６１０
 ライフプラン 牡３栗 ５６ 小野 次郎沖田 正憲氏 保田 一隆 門別 沖田牧場 ４７２－ ２ 〃 ハナ １９８．４	
６１１�
 ロックアスリート 牡３芦 ５６ 菊沢 隆徳小原 巖氏 笹倉 武久 新冠 大栄牧場 ４８２＋ ６１：１０．３クビ ５５．９

２３ 
 フェイスザファクト 牝３鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人植田 忠司氏 本間 忍 門別 外舘 孝一 ４５６＋１０１：１０．４	 ６９．２�
２２ 
 ブラックマンバ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �天羽治牧場 西塚 安夫 平取 坂東牧場 ４４４＋１４１：１０．５	 ２９２．４�
７１３� セイコースペシャル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２ 〃 クビ ５．７
４７ �� カネショウエリート 牡３鹿 ５６ 村上 忍�カネショウ 畠山 信一 三石 森 政巳 ４８４－ ５１：１０．７１	 ２２４．９�

（岩手） （岩手）

５８ � トーセンフーガ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 静内 服部 牧場 ４８８＋１０ 〃 ハナ ２４．５�
１１ � エイワハヤブサ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二永井公太郎氏 松山 康久 米 Lael Stable ４４８± ０１：１１．１２	 ２２．３�
８１５� ニシノクイック 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ４７８＋ ２１：１１．６３ １９．５�
３５ 
 クロースハーモニー 牝３栗 ５４ 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 義博 門別 インターナシヨナル牧場 ４１４－ ６１：１２．２３	 １３３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３６，７２３，２００円 複勝： ４０，６３２，３００円 枠連： ４５，７８４，６００円

普通馬連： １７４，０６８，７００円 馬単： １７６，１３７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，０７５，８００円

３連複： ２１２，７３５，７００円 ３連単： 発売なし 計： ７３０，１５８，２００円

払 戻 金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ３５０円 枠 連（３－８） ２４０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� １，１６０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３６７２３２ 的中 � ７２２７５（２番人気）
複勝票数 計 ４０６３２３ 的中 � ７５８５５（２番人気）� １５５９４８（１番人気）� １６７９８（６番人気）
枠連票数 計 ４５７８４６ 的中 （３－８） １４１６５２（１番人気）
普通馬連票数 計１７４０６８７ 的中 �� ４２９６５４（１番人気）
馬単票数 計１７６１３７９ 的中 �� １４４８９３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４０７５８ 的中 �� ９５６９９（１番人気）�� ７３５３（１３番人気）�� １５４７９（６番人気）
３連複票数 計２１２７３５７ 的中 ��� ８２０８９（５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１０．６―１１．６―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．１―４４．７―５６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３６．１
３ １４（１３，１５）－９，１２，１１（８，７，４）（２，３，６）－（１，１０）＝５ ４ １４（１３，１５）（９，１２）４，１１（８，６）（２，７）３，１０，１＝５

勝馬の
紹 介

�サクラゼウス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００６．７．２ 福島６着

２００４．３．９生 牡３鹿 母 サクラブラッサム 母母 Aly Sangue ３戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
〔制裁〕 リッターヴォルト号の騎手蛯名正義は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※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。



０００５６ １月１４日 晴 良 （１９中山１）第５日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６１２� ロトブルースター 牡４鹿 ５６ 中舘 英二國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４６６± ０１：５５．２ ５．６�

２３ � ダンシングクリス 牡４鹿 ５６
５５ ☆吉田 隼人森 保彦氏 秋山 雅一 静内 曾田農園 ４６２± ０１：５５．５２ ６．２�

２４ タイキプライム 牡４黒鹿５６ 青木 芳之�大樹ファーム 藤沢 和雄 大樹 大樹ファーム B５２２＋ ４１：５５．８１� １．９�
８１５�� ノボプレゼンス 牡４鹿 ５６ 柴山 雄一�LS.M 西塚 安夫 門別 日高大洋牧場 ４５６－１２１：５６．６５ ２３１．９�
７１３� ナムラクック 牡４黒鹿５６ 後藤 浩輝奈村 信重氏 田村 康仁 門別 野島牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ ３０．０�
３５ �� マキバスマイル 牡５黒鹿５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 勝川牧場 ４８２－ １１：５６．８１	 ２６５．４	
４８ ボ ナ パ ル ト 牡５鹿 ５７ 村田 一誠吉田 勝己氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ２１：５７．２２
 ２３．３

７１４ ホーネットアーミー �５黒鹿５７ 石橋 脩 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４８４－ ２１：５７．４� ３７．９�
５９ �� チェリームーン 牝４芦 ５４ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４８０＋２６１：５７．７２ ４２．３�
６１１� フレンチウォリアー 牡４鹿 ５６ 横山 典弘吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ５４０＋４０ 〃 アタマ １８．１
３６ �� アイアイボタン 牝５鹿

５５
５４ ☆塚田 祥雄齊藤 敬氏 小島 茂之 門別 荒井牧場 ４５２－ ４１：５８．０１� ４１．３�

４７ � エイワンタッチ 牡５黒鹿５７ 田中 勝春荒木 榮一氏 高市 圭二 門別 藤本 直弘 ５２４－ ２ 〃 アタマ １５．７�
５１０� ビートオール 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 清水 英克 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ８１：５８．１クビ ７９．４�
１１ � ウザンホマレオー 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣棚網 基己氏 大江原 哲 門別 佐々木 康治 ４７２＋２６１：５８．５２
 １１．７�
８１６� フジノスプレンダー �５栗 ５７ 北村 宏司�富士開発 蛯名 信広 浦河 向別牧場 ４８０－ ６１：５８．８１� ２１９．６�
１２ � プレンティスピード 牡５栗 ５７

５４ ▲佐藤 聖也鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 ビツグレツドフアーム B４３２－ ６１：５９．８６ １９２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，９８９，６００円 複勝： ４６，６２２，２００円 枠連： ５９，０６４，４００円

普通馬連： ２０２，３６２，８００円 馬単： １７５，２９４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，６１６，６００円

３連複： ２４６，９７３，１００円 ３連単： 発売なし 計： ８２０，９２２，９００円

払 戻 金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（２－６） ３９０円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ２７０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ９５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ４１９８９６ 的中 � ５９６５９（２番人気）
複勝票数 計 ４６６２２２ 的中 � ７０４７２（３番人気）� ７６９４３（２番人気）� １３１９７０（１番人気）
枠連票数 計 ５９０６４４ 的中 （２－６） １１３５４０（１番人気）
普通馬連票数 計２０２３６２８ 的中 �� １０２６７７（５番人気）
馬単票数 計１７５２９４２ 的中 �� ４５７９４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８６１６６ 的中 �� ２５６０９（３番人気）�� ４５６９４（２番人気）�� ５６８４７（１番人気）
３連複票数 計２４６９７３１ 的中 ��� １９３０４０（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．７―１３．３―１２．４―１２．６―１３．１―１３．３―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．９―５０．２―１：０２．６―１：１５．２―１：２８．３―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F４０．０
１
３
１，４，１２－（１１，１５）３（８，１４）（５，１６）１０（２，９，７）（６，１３）・（１，４，１２）－１４（１１，１５，３）－８（５，７）２（９，１３）（６，１０）１６

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

勝馬の
紹 介

�ロトブルースター �
�
父 サクラローレル �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．７．１７ 新潟４着

２００３．４．３０生 牡４鹿 母 シンカンメグミ 母母 フレンドシザラ １５戦２勝 賞金 ２６，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 シベリアンライオン号・ソフトパワー号



０００５７ １月１４日 晴 良 （１９中山１）第５日 第９競走 ��
��１，８００�

は つ な ぎ

初 凪 賞
発走１４時２５分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７９ � マイイージス 牡４鹿 ５６ 中舘 英二田中 昇氏 奥平 雅士 門別 前川ファーム ５５８＋ ６１：５４．８ ５．３�

８１０� リオサンバシチー 牡７鹿 ５７ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 加
Black Canyou
Thoroughbreds
Ltd.

５０６＋ ４１：５５．５４ ６．２�
８１１ モンヴェール 牝４鹿 ５４ 蛯名 正義吉田 勝己氏 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ４８６± ０１：５５．６	 ２．６�
７８ 
 エスエスウィナー 牡４芦 ５６ 村田 一誠澤田 新吾氏 中島 敏文 新冠 競優牧場 ４８０＋ ２１：５６．２３	 ５７．４�
３３ グランドハリケーン 牡６鹿 ５７ 横山 典弘�グランド牧場 武市 康男 静内 グランド牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ４．３�
６７ � プライベートプラン 牡４鹿 ５６ 柴山 雄一 �ノースヒルズマネ

ジメント 小島 太 浦河 富田牧場 ５３０＋１２ 〃 クビ １０．７	
２２ 
 ナスケンウインド 牡５栗 ５７ 二本柳 壮那須 猛氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ５００＋ ６１：５６．３クビ １４．６

６６ シルクミッドナイト 牡６黒鹿５７ 小野 次郎有限会社シルク伊藤 伸一 新冠 赤坂 光夫 ５１８± ０ 〃 クビ ２４．３�
５５ � セ レ ス ケ イ 牡４鹿 ５６ D．バルジュー岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５４０＋ ８１：５６．５１	 ２５．８�
（伊）

１１ � マイネルトイフェル 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 青森 今川 満良 ４９２＋１２１：５６．９２	 ３７．０

４４ 
 フェスティブシャン 牝７黒鹿５５ 菊沢 隆徳 �カタオカファーム高橋 義博 静内 カタオカフアーム ４７４＋ ６１：５７．５３	 ２０５．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４０，８７３，７００円 複勝： ４９，７４７，１００円 枠連： ５３，４８９，５００円

普通馬連： ２３１，０３５，６００円 馬単： １５９，９８７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，００５，８００円

３連複： １７９，７７７，８００円 ３連単： ５１２，５３４，３００円 計： １，２７８，４５０，９００円

払 戻 金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（７－８） ５５０円

普通馬連 �� １，９９０円 馬 単 �� ３，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ３５０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，７４０円 ３ 連 単 ��� １３，０９０円

票 数

単勝票数 計 ４０８７３７ 的中 � ６０８２０（３番人気）
複勝票数 計 ４９７４７１ 的中 � ６９０１９（３番人気）� ６２９８７（４番人気）� １２７１３４（１番人気）
枠連票数 計 ５３４８９５ 的中 （７－８） ７３０５８（２番人気）
普通馬連票数 計２３１０３５６ 的中 �� ８５８２９（８番人気）
馬単票数 計１５９９８７１ 的中 �� ３０３５５（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１００５８ 的中 �� １５９３８（１０番人気）�� ３７８８１（２番人気）�� ３７７６１（３番人気）
３連複票数 計１７９７７７８ 的中 ��� ７６５４９（４番人気）
３連単票数 計５１２５３４３ 的中 ��� ２８９１２（３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．４―３７．５―５０．４―１：０２．９―１：１５．９―１：２９．０―１：４１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マイイージス �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００５．１１．１２ 東京２着

２００３．４．７生 牡４鹿 母 エ ジ ー ド 母母 マジックナイト ９戦３勝 賞金 ３４，９０４，０００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。



０００５８ １月１４日 晴 良 （１９中山１）第５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歳以上，１，６００万円以下，１８．１．１４以降１９．１．８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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００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 マルカフレンチ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義河長産業� 瀬戸口 勉 えりも 能登 浩 ５２４＋ ４１：１１．２ ５．７�

８１５� ビッグホワイト 牡５芦 ５５ 田辺 裕信小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４７６－ ２ 〃 アタマ ３７．４�
５９ トシザヘネシー 牡５栗 ５７ 田中 勝春上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B５１２－ ２１：１１．３� ６．０�
２４ ケージーアジュデ 牡６鹿 ５７．５ 松岡 正海川井 五郎氏 梅内 忍 新冠 岩見牧場 ５４８＋１０１：１１．５１� ９．１�
６１１	 リーサムウェポン 牡６鹿 ５５ 横山 典弘平田 修氏 田島 良保 米 Dunchurch

Lodge Stud ４９４± ０１：１１．６
 ３．３�
８１６	 アントニオマグナム 牡６鹿 ５６ 後藤 浩輝吉田 安惠氏 加藤 征弘 米

Pinetree Farm
Thorough-
breds, Inc.

５１０＋ ２１：１１．７� １２．８�
４８ � ブライティアカーム 牝６青鹿５２ 的場 勇人小林 昌志氏 的場 均 三石 パラダイス・

ファーム B５１０± ０１：１１．９１� ７８．３	
３６ 	 マルターズマッシブ 牡４鹿 ５５ 吉田 隼人藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Harold

Queen ４９６＋１０ 〃 ハナ １０．６

５１０� アグネストラベル 牡４栗 ５４ 石橋 脩渡辺 孝男氏 宮本 博 浦河 林 孝輝 ４７２－ ２ 〃 ハナ １０．６�
７１４� エアアドニス 牡５黒鹿５５ 柴山 雄一 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 様似 猿倉牧場 ４８２＋１０１：１２．１
 １９．３�
６１２ ウエスタンビーナス 牝４黒鹿５３ 二本柳 壮西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 ４５０－ ６１：１２．４２ １７．２
２３ ダブルアップ 牡４鹿 ５４ 津村 明秀後藤 繁樹氏 坂口 正則 新冠 パカパカ

ファーム ４９８＋ ４１：１２．７１
 ３３．０�
１２ カシマフラワー 牝５鹿 ５４ 中谷 雄太鹿島 直麿氏 高市 圭二 平取 北島牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ ２０４．１�
３５ メイショウセブン 牡７鹿 ５４ 村上 忍松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 辻 牧場 ５２０＋ ６ 〃 クビ １６３．４�

（岩手）

７１３�� ダイワティグリス 牡４黒鹿５５ 岩部 純二大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５２６＋ ２１：１３．５５ １０１．８�
１１ � カリプソパンチ 牡６栗 ５５ 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７２－ ６１：１４．３５ ２６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５７，５５２，０００円 複勝： ７５，１４６，８００円 枠連： ８５，９９９，１００円

普通馬連： ３９３，８５８，６００円 馬単： ２３９，６９１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ８３，２７６，５００円

３連複： ３３４，８０２，７００円 ３連単： ７５９，４８８，１００円 計： ２，０２９，８１５，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １９０円 � ７２０円 � ２４０円 枠 連（４－８） ２，３７０円

普通馬連 �� ９，３４０円 馬 単 �� １６，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３４０円 �� ７１０円 �� ２，７５０円

３ 連 複 ��� １８，１２０円 ３ 連 単 ��� １２７，４５０円

票 数

単勝票数 計 ５７５５２０ 的中 � ８０２４９（２番人気）
複勝票数 計 ７５１４６８ 的中 � １３０１４４（２番人気）� ２１５８３（１２番人気）� ８４００２（３番人気）
枠連票数 計 ８５９９９１ 的中 （４－８） ２６８７５（１１番人気）
普通馬連票数 計３９３８５８６ 的中 �� ３１１２８（４０番人気）
馬単票数 計２３９６９１８ 的中 �� １０４６７（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８３２７６５ 的中 �� ８５６０（３２番人気）�� ３０６７０（３番人気）�� ７２４６（４１番人気）
３連複票数 計３３４８０２７ 的中 ��� １３６４１（６８番人気）
３連単票数 計７５９４８８１ 的中 ��� ４３９８（４５７番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１１．１―１１．９―１２．５―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．１―３３．２―４５．１―５７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３８．０
３ ・（１２，１３，１６）－（３，４）５（１，７，１１，１４）（６，１５）１０，８－９，２ ４ １６，１２－（４，１３）（５，７）（３，１１）（１５，１４）（１，６）（８，１０）－（２，９）

勝馬の
紹 介

マルカフレンチ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Green Desert デビュー ２００４．７．１７ 小倉２着

２００２．４．１４生 牡５鹿 母 ペ リ ド ッ ト 母母 Alinova ２８戦５勝 賞金 ９６，１５８，０００円
〔制裁〕 ウエスタンビーナス号の騎手二本柳壮は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３０頭 アイアムアドーター号・アイファーフクオー号・アンクルリーサム号・ウイングシチー号・エミリア号・

オヤマハリケーン号・カリスマサンキセキ号・ケイエスアイ号・コマノルカン号・サンデーサンライズ号・
シュウマノチカラ号・スターオブニルス号・ダイワフォーチュン号・トップパシコ号・トーセンザオー号・
ナトゥーア号・ハルーワスウィート号・ハーベストシーズン号・ヒカリアイ号・ピサノアルハンブラ号・
ヒシハイグレード号・ビービーバーニング号・フジマサミラクル号・プリティタヤス号・ポジティヴトライ号・
マーベラスボーイ号・モアザンベスト号・ラガーリーダー号・リーディングエッジ号・レオニダス号

※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。



０００５９ １月１４日 晴 良 （１９中山１）第５日 第１１競走 ��
��２，０００�第４７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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００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

７１０ サンツェッペリン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海加藤 信之氏 斎藤 誠 門別 道見牧場 ４７０± ０２：０１．６ ６．０�

６７ � メイショウレガーロ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４５６＋ ６２：０１．９２ ２．９�
２２ � アルナスライン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ５４８＋１０２：０２．０� ３５．６�
８１２�	 マイネルヘンリー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 三石 木下牧場 B４９６＋ ２ 〃 クビ ４４．２�
８１１� ダイレクトキャッチ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 上原 博之 追分 追分ファーム ４８８－ ６ 〃 ハナ ７．３�
５５ 
 アロマンシェス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣伊達 秀和氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４４２± ０２：０２．２１� ２６．１	
４４ � マイネルーチェ 牝３黒鹿５４ D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋１２２：０２．５１� ３８．０


（伊）

１１ 	 ショウリュウアクト 牡３栗 ５６ 田中 勝春上田 亙氏 佐々木晶三 三石 原口牧場 ４７８＋ ８ 〃 クビ １４．２�
７９ �	 マイネルアナハイム 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 静内 前谷 武志 ４８２－ ２ 〃 ハナ １４．９�
６８ � ローズプレステージ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４２６－ ２２：０２．９２� ９．８
５６ � キンショージェット 牡３青鹿５６ 吉田 隼人礒野日出夫氏 中村 均 三石 片山 英夫 ４４４＋ ６ 〃 ハナ ３６．０�
３３  ピサノデイラニ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 米 Mt Brilliant

Farm LLC ５１０－ ４２：０３．１１ ４．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２４，２９４，３００円 複勝： １５３，４７０，３００円 枠連： １６９，４６６，５００円

普通馬連： １，００４，８４５，６００円 馬単： ６０９，３９０，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７４，０２３，７００円

３連複： ７４９，５４４，０００円 ３連単： １，８０２，６４２，３００円 計： ４，７８７，６７７，１００円

払 戻 金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � ７２０円 枠 連（６－７） ４７０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ２，４１０円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� ９，０７０円 ３ 連 単 ��� ４１，９１０円

票 数

単勝票数 計１２４２９４３ 的中 � １６３３８８（３番人気）
複勝票数 計１５３４７０３ 的中 � ２３０４７６（２番人気）� ４１４１４３（１番人気）� ３６７００（１１番人気）
枠連票数 計１６９４６６５ 的中 （６－７） ２７０４８８（１番人気）
普通馬連票数 計１００４８４５６ 的中 �� ９３０１４８（２番人気）
馬単票数 計６０９３９０４ 的中 �� ２２３７８３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７４０２３７ 的中 �� １４６１９８（１番人気）�� １６４２０（３１番人気）�� ２２６９９（２３番人気）
３連複票数 計７４９５４４０ 的中 ��� ６０９９５（３０番人気）
３連単票数 計１８０２６４２３ 的中 ��� ３１７４７（１３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．２―３７．６―４９．８―１：０２．３―１：１４．４―１：２６．６―１：３８．０―１：４９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．０
１
３
１０，１２，１，５（３，９）（２，７，１１）（４，８）－６・（１０，１２）（１，５）９（３，７，８）１１（２，４）６

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

勝馬の
紹 介

サンツェッペリン �
�
父 テ ン ビ ー �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー ２００６．６．２４ 福島６着

２００４．４．１５生 牡３鹿 母 プラントオジジアン 母母 キクカローバート ７戦２勝 賞金 ５６，９９１，０００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。



０００６０ １月１４日 晴 良 （１９中山１）第５日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７１１�� グレートバルサー 牡６青鹿５７ 蛯名 正義大河内一権氏 国枝 栄 静内 小倉 光博 ４７６＋ ２１：４９．４ ８．０�

８１３� ウインクルセイド 牡５鹿 ５７
５６ ☆津村 明秀�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４７６＋ ８ 〃 クビ ５．１�

４５ タイキスピリッツ 牡５鹿 ５７
５６ ☆塚田 祥雄�大樹ファーム 藤沢 和雄 大樹 大樹ファーム ４９６＋ ４１：４９．５	 ７．４�

７１２ アクトナチュラリー 牡８栗 ５７ 田中 勝春臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７６＋１０１：４９．７１ ２５．０�
８１４ セイコーアカデミー 牡８黒鹿５７ 穂苅 寿彦竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４６６＋１６１：５０．０１
 １０．０�
２２ ヤマニンスプラウト 牝６鹿 ５５ 北村 宏司土井 肇氏 清水 利章 浦河 廣田 伉助 ４５４＋ ２１：５０．１	 ８．２	
５７ � タイキコジャック 牡８鹿 ５７

５４ ▲的場 勇人�大樹ファーム 高橋 祥泰 米 Taiki Farm ４９４－ ２ 〃 ハナ １０６．４

４６ � プロスパードン 牡５栗 ５７ 村田 一誠三枝 栄二氏 星野 忍 三石 中田 英樹 ４４２－ ２ 〃 クビ ３５．９�
５８ � ニシノフリーダム 牡４栗 ５６ 横山 典弘西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ５２２－１２１：５０．２クビ ２．８�
６９ �� ハギノメトロポリス 牡７黒鹿５７ 石橋 脩日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４７４－ ６ 〃 クビ １２．７
３４ � ビッグサクセス 牡６栗 ５７ 大庭 和弥牧畠 清久氏 岩城 博俊 新冠 村田牧場 ４８２＋ ６１：５０．３クビ ７７．４�
３３ � トゥーエニワン 牡７黒鹿 ５７

５４ ▲田中 博康�大東牧場 高橋 祥泰 米 Lynne dek
Russo ４６０－ ６１：５０．５１	 １５９．３�

１１ オンワードハヤテ 牡７栗 ５７ 小野 次郎�オンワード牧場 沢 峰次 浦河 オンワード牧場 B５１６＋２６１：５２．０９ ２１．２�

（１３頭）
６１０ アサクサゼットキ 牡４鹿 ５６ 菊沢 隆徳田原源一郎氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ５１，９００，８００円 複勝： ５６，６５８，４００円 枠連： ８１，７８７，０００円

普通馬連： ２９５，９５７，０００円 馬単： １８４，０７０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，９１８，２００円

３連複： ２４０，７８２，６００円 ３連単： ５７９，５８７，７００円 計： １，５５０，６６２，６００円

払 戻 金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ７８０円

普通馬連 �� １，６８０円 馬 単 �� ３，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� １，０１０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ５，２２０円 ３ 連 単 ��� ３２，６２０円

票 数

単勝票数 計 ５１９００８ 的中 � ５１３８５（４番人気）
複勝票数 計 ５６６５８４ 的中 � ６４４３２（３番人気）� ９３６５５（２番人気）� ５４１１５（５番人気）
枠連票数 計 ８１７８７０ 的中 （７－８） ７８２６０（２番人気）
普通馬連票数 計２９５９５７０ 的中 �� １３０２１０（５番人気）
馬単票数 計１８４０７０９ 的中 �� ３６３６４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９９１８２ 的中 �� ２４０２０（５番人気）�� １４３５２（１３番人気）�� １９５６２（８番人気）
３連複票数 計２４０７８２６ 的中 ��� ３４０８５（１８番人気）
３連単票数 計５７９５８７７ 的中 ��� １３１１４（１０５番人気）

ハロンタイム １２．１―１３．０―１２．５―１３．１―１１．６―１１．９―１１．８―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２５．１―３７．６―５０．７―１：０２．３―１：１４．２―１：２６．０―１：３７．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
グレートバルサー �

�
父 ジェニュイン �

�
母父 ミスターシービー デビュー ２００３．１１．２９ 東京５着

２００１．４．１４生 牡６青鹿 母 ターコイズブルー 母母 スカーレツトブルー ３６戦４勝 賞金 ８８，８９９，０００円
〔出走取消〕 アサクサゼットキ号は，疾病〔右前管部挫創〕のため出走取消。



（１９中山１）第５日 １月１４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６頭 本 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

２５１，３００，０００円
２６，９１０，０００円
１，０５０，０００円
１，７００，０００円
２７，８６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，９３４，５００円
４，７８０，０００円
１，７７７，６００円

勝馬投票券売得金
５０８，７０９，４００円
５８０，４２６，５００円
７０８，１０７，５００円
２，９５１，７３８，５００円
２，１７６，７３５，６００円
６３６，５６６，５００円
２，８０８，５５５，５００円
３，６５４，２５２，４００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １４，０２５，０９１，９００円

総入場人員 ３４，９１０名 （有料入場人員 ３２，８０１名）




