
3300112月4日 晴 稍重 （3中山5） 第1日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

815 カ リ ュ ウ 牝2鹿 54 武藤 雅林 弘之氏 田島 俊明 新ひだか 松田牧場 426＋101：12．4 5．3�
36 オーブラック 牡2青鹿55 丹内 祐次加藤 徹氏 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 492－ 4 〃 クビ 38．5�
48 ベ ニ ッ シ モ 牡2鹿 55 三浦 皇成 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 466＋ 81：13．03� 2．9�
35 ルージュブラゾン 牝2黒鹿54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 468＋141：13．63� 17．2�
714 ジュンオーズ 牡2鹿 55 大庭 和弥河合 純二氏 勢司 和浩 熊本 本田 土寿 434± 01：13．7� 365．0�
11 アーリオオーリオ 牝2栗 54 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 新ひだか 大滝 康晴 452＋ 41：13．8� 140．1	
59 カルラファクター 牝2鹿 54 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新冠 山岡牧場 458＋261：13．9クビ 7．7

12 フィエルボワ 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン
牧場 452－ 81：14．21� 29．5�

611 ショウナンタイジュ 牡2青鹿55 石橋 脩国本 哲秀氏 矢野 英一 日高 中原牧場 472＋12 〃 ハナ 2．8�
23 サンラグナニゲル 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 日高 株式会社
ケイズ 426＋201：14．3� 95．8

713 シュバルツヴァイス 牡2鹿 55 嘉藤 貴行 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 458± 0 〃 アタマ 202．8�
24 ノットクラッシュ 牝2鹿 54 丸山 元気山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 480＋ 81：14．51� 44．3�
510 フランドルブリエ 牡2栗 55 勝浦 正樹手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 村下農場 420＋ 41：14．81� 70．9�
816 チ ェ リ ー 牝2鹿 54 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 454± 01：14．9� 129．4�
612 プチョヘンザ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 516± 01：15．0� 216．6�
47 イデアノアイデア 牝2栗 54 菊沢 一樹益田 修一氏 柄崎 孝 浦河 中脇 満 358－ 41：15．21� 414．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，914，100円 複勝： 40，172，500円 枠連： 11，312，900円
馬連： 56，418，400円 馬単： 24，458，700円 ワイド： 45，517，700円
3連複： 87，018，200円 3連単： 92，441，200円 計： 389，253，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 420円 � 130円 枠 連（3－8） 2，710円

馬 連 �� 7，450円 馬 単 �� 10，920円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 340円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 6，190円 3 連 単 ��� 46，800円

票 数

単勝票数 計 319141 的中 � 50103（3番人気）
複勝票数 計 401725 的中 � 64409（3番人気）� 17314（6番人気）� 99054（1番人気）
枠連票数 計 113129 的中 （3－8） 3225（10番人気）
馬連票数 計 564184 的中 �� 5864（19番人気）
馬単票数 計 244587 的中 �� 1679（31番人気）
ワイド票数 計 455177 的中 �� 5672（20番人気）�� 38878（2番人気）�� 9969（11番人気）
3連複票数 計 870182 的中 ��� 10538（17番人気）
3連単票数 計 924412 的中 ��� 1432（133番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―12．5―12．5―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―46．2―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ リ ュ ウ �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．8．21 新潟4着

2019．4．10生 牝2鹿 母 ジ ュ ラ ー レ 母母 セクシーココナッツ 3戦1勝 賞金 6，710，000円

3300212月4日 晴 稍重 （3中山5） 第1日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時15分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．2
1：50．9

不良
不良

12 ミツカネヴィーナス 牝2栗 54 横山 武史小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 細川農場 458＋ 21：55．0 5．7�
11 マリノプリエール 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵�クラウン 伊藤 圭三 日高 クラウン日高牧場 462－ 41：55．31� 8．9�
24 エ デ ィ ッ タ 牝2栗 54 菅原 明良�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 454－ 21：56．57 81．6�
612 キ ガ サ 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 シンカンファーム 436－ 21：56．6� 12．5�
47 ホノノディーヴァ 牝2鹿 54 内田 博幸鈴木 誠氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 21：56．92 27．5	
714 ブレディバンチ 牝2芦 54 三浦 皇成諸江 幸祐氏 戸田 博文 登別 登別上水牧場 456－ 61：57．22 21．3

59 アポロリップ 牝2鹿 54 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 B514＋ 21：57．4� 12．5�
48 キタノキャスター 牝2栗 54

51 ▲横山 琉人北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 460＋ 61：58．14 246．5�
23 マールムキトレウム 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 日高 石原牧場 426＋ 61：58．63 414．1
36 ハッピーオーラ 牝2栗 54 大野 拓弥堀口 晴男氏 稲垣 幸雄 新ひだか 有限会社石川牧場 472－ 41：58．7� 67．1�
611 グレースブロード 牝2鹿 54 津村 明秀伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 444± 01：58．8� 115．2�
816 シャムトラダイコウ 牝2芦 54 黛 弘人西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 486± 01：58．9� 251．6�
510 ソニンクヴァース 牝2鹿 54 武藤 雅 KRジャパン 武藤 善則 むかわ 上水牧場 494＋ 41：59．0クビ 2．4�
35 パッションメーカー 牝2栗 54 野中悠太郎 �社台レースホース宮田 敬介 千歳 社台ファーム 452＋122：00．06 122．4�
815 ホーンドムーン 牝2鹿 54 柴山 雄一�G1レーシング 武井 亮 安平 追分ファーム B504－ 62：00．32 177．7�
713 サトノブレス 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 大和田 成 千歳 社台ファーム 500＋ 82：01．47 5．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，237，200円 複勝： 43，481，700円 枠連： 12，151，700円
馬連： 50，341，100円 馬単： 20，328，000円 ワイド： 46，525，900円
3連複： 75，298，900円 3連単： 73，533，700円 計： 352，898，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 220円 � 1，320円 枠 連（1－1） 1，930円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 680円 �� 6，350円 �� 7，280円

3 連 複 ��� 42，620円 3 連 単 ��� 158，190円

票 数

単勝票数 計 312372 的中 � 45862（3番人気）
複勝票数 計 434817 的中 � 72820（2番人気）� 55566（3番人気）� 6437（10番人気）
枠連票数 計 121517 的中 （1－1） 4866（8番人気）
馬連票数 計 503411 的中 �� 19232（7番人気）
馬単票数 計 203280 的中 �� 4132（13番人気）
ワイド票数 計 465259 的中 �� 18892（6番人気）�� 1823（43番人気）�� 1587（48番人気）
3連複票数 計 752989 的中 ��� 1325（96番人気）
3連単票数 計 735337 的中 ��� 337（380番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．9―13．0―12．4―12．3―13．2―13．0―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．2―50．2―1：02．6―1：14．9―1：28．1―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミツカネヴィーナス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．11．7 東京4着

2019．3．14生 牝2栗 母 ナ ス カ ザ ン 母母 ルーズブルーマーズ 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホーンドムーン号・サトノブレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月4日

まで平地競走に出走できない。

第５回 中山競馬 第１日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3300312月4日 晴 良 （3中山5） 第1日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時45分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．9
1：58．5

良
良

610 フリューゲルホルン 牡2黒鹿55 戸崎 圭太前田 幸治氏 和田正一郎 新冠 平山牧場 520＋ 42：01．7 7．2�
713 ブルーゲート 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 432＋ 22：02．02 114．0�
11 ロードバルドル 牡2青鹿55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新冠 対馬 正 478＋122：02．21� 20．2�
23 スリーエクスプレス 牡2鹿 55 三浦 皇成永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 484± 0 〃 アタマ 2．0�
34 エコロブレーヴ 牡2栗 55 石川裕紀人原村 正紀氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 22：02．3� 4．9�
35 トップスティール 牡2鹿 55 菅原 明良井山 登氏 深山 雅史 新ひだか 千代田牧場 504＋ 22：02．72� 12．9	
58 ロンギングエーオ 牡2黒鹿55 石橋 脩坂本 浩一氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 492＋ 42：03．12� 8．5

59 ノーティアス 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 510＋ 42：03．31� 256．7�
22 ラスティンボーイ 牡2栗 55 横山 和生齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 6 〃 クビ 82．7�
47 ハーモニータイタン 牡2鹿 55 武藤 雅日下部勝德氏 松山 将樹 日高 ノースガーデン 484＋ 62：03．51� 94．7
46 エンドロール 牡2黒鹿55 大野 拓弥石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 454＋ 22：03．6� 19．0�
611 コ イ マ リ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 456－ 4 〃 クビ 453．7�
815 クーシフォン 牝2鹿 54 津村 明秀水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 448－ 62：03．7クビ 59．8�
712 ヴィオレントアズル 牡2青鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 408－ 82：03．8� 784．3�
814 フォルシード 牡2鹿 55 大庭 和弥加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 402＋ 22：05．07 749．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，345，400円 複勝： 44，940，800円 枠連： 10，609，200円
馬連： 53，877，600円 馬単： 26，021，200円 ワイド： 47，717，500円
3連複： 76，940，900円 3連単： 88，888，400円 計： 384，341，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 260円 � 1，520円 � 530円 枠 連（6－7） 18，770円

馬 連 �� 39，240円 馬 単 �� 61，950円

ワ イ ド �� 8，400円 �� 1，830円 �� 12，620円

3 連 複 ��� 142，130円 3 連 単 ��� 740，730円

票 数

単勝票数 計 353454 的中 � 41257（3番人気）
複勝票数 計 449408 的中 � 54088（4番人気）� 6789（10番人気）� 21391（6番人気）
枠連票数 計 106092 的中 （6－7） 438（27番人気）
馬連票数 計 538776 的中 �� 1064（46番人気）
馬単票数 計 260212 的中 �� 315（78番人気）
ワイド票数 計 477175 的中 �� 1452（43番人気）�� 6884（18番人気）�� 963（52番人気）
3連複票数 計 769409 的中 ��� 406（152番人気）
3連単票数 計 888884 的中 ��� 87（769番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．7―49．7―1：02．3―1：14．3―1：26．2―1：37．9―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．5
1
3
4，10（1，14）（5，13）（3，6，15）2（11，12）－（8，9）－7
4，10，1，13，5（3，14，15）（6，9）（2，11，12）－8－7

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

勝馬の
紹 介

フリューゲルホルン �
�
父 ラ ニ �

�
母父 Raven’s Pass デビュー 2021．10．9 東京15着

2019．3．31生 牡2黒鹿 母 シ ア ー ジ ュ 母母 Dancesowell 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 ロンギングエーオ号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

3300412月4日 晴 稍重 （3中山5） 第1日 第4競走 1，800�2歳未勝利
発走11時15分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．2
1：50．9

不良
不良

811 ラ フ シ ー 牡2青鹿55 横山 武史ゴドルフィン 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 530＋ 61：55．3 1．7�

22 サクセスミノル 牡2芦 55 松岡 正海吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 486－101：56．57 41．9�
11 ニシノアンドレア 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 中本牧場 B506＋ 41：57．03 2．8�
812 ブレットフライ 牡2青 55 菅原 明良�マークス 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 496＋ 61：57．1� 9．8�
33 ガーディアンベル 牡2芦 55 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 田原橋本牧場 490－ 81：57．2� 41．0�
67 グランシャーク 牡2鹿 55

52 ▲小林 脩斗岡田 牧雄氏 田島 俊明 青森 谷川ファーム 500＋ 81：57．62� 157．0	
44 シャークアタック 牡2鹿 55 江田 照男下河辺隆行氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 476＋ 41：57．7� 82．1

55 コスモブライヤー 牡2芦 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 486＋121：58．12 110．7�
79 トーセンコップ 牡2栗 55 吉田 豊島川 哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B484＋ 21：58．2� 12．5�
710 ヴェルトクリーガー 牡2鹿 55

52 ▲横山 琉人 �YGGホースクラブ 大和田 成 日高 ヤナガワ牧場 500－ 81：58．51� 220．1�
68 アクアスパーダ 牡2黒鹿55 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 新冠 今野 活博 492－ 41：59．45 443．8�
56 ライヴアクアマリン 牡2鹿 55 石川裕紀人澤田 孝之氏 池上 昌和 新ひだか 藤沢牧場 516± 01：59．72 363．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，831，600円 複勝： 54，522，000円 枠連： 11，372，300円
馬連： 49，406，600円 馬単： 30，712，600円 ワイド： 42，477，000円
3連複： 69，805，000円 3連単： 118，363，200円 計： 418，490，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 340円 � 110円 枠 連（2－8） 1，930円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 760円 �� 160円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 7，630円

票 数

単勝票数 計 418316 的中 � 204193（1番人気）
複勝票数 計 545220 的中 � 263054（1番人気）� 14699（5番人気）� 121747（2番人気）
枠連票数 計 113723 的中 （2－8） 4563（5番人気）
馬連票数 計 494066 的中 �� 15489（7番人気）
馬単票数 計 307126 的中 �� 7367（10番人気）
ワイド票数 計 424770 的中 �� 11593（9番人気）�� 93891（1番人気）�� 12269（8番人気）
3連複票数 計 698050 的中 ��� 34968（4番人気）
3連単票数 計1183632 的中 ��� 11234（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．6―51．1―1：04．2―1：16．9―1：30．0―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ フ シ ー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Dubawi デビュー 2021．9．4 新潟4着

2019．3．2生 牡2青鹿 母 ティップトップ 母母 ア ド ニ ー タ 4戦1勝 賞金 9，500，000円



3300512月4日 晴 良 （3中山5） 第1日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時05分 （芝・右・外）

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
1：07．8
1：07．5

良
良

24 ピンクセイラー 牝2栗 54 横山 和生岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 446 ―1：09．5 16．8�
12 ウインエイムハイ 牡2黒鹿55 丹内 祐次�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 480 ―1：10．03 9．8�
611 ウインソフィー 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 420 ― 〃 アタマ 104．1�
36 ホワイトスパイダー 牝2芦 54

52 △山田 敬士 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 396 ―1：10．1� 41．6�
815 ア リ ビ オ 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人本間 充氏 相沢 郁 日高 本間牧場 446 ―1：10．41� 4．7	
816 チャイムリープ 牝2鹿 54 菅原 明良塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 470 ―1：10．61� 3．5

612 キタノワースアド 牝2黒鹿54 丸山 元気北所 直人氏 的場 均 新ひだか 三石川上牧場 390 ―1：10．7� 201．3�
48 スカーレットフレア 牝2鹿 54 菊沢 一樹�ターフ・スポート小手川 準 浦河 大北牧場 432 ―1：10．8� 34．3�
11 レ イ ア リ イ 牝2栗 54 北村 宏司 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 414 ―1：10．9クビ 32．6
714 マ ハ ロ マ ヤ 牝2青鹿54 武藤 雅友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 426 ― 〃 ハナ 10．8�
23 キョウエイラー 牡2鹿 55 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 486 ―1：11．21� 213．5�
35 ギルフォード 牝2鹿 54 田辺 裕信増田 和啓氏 伊坂 重信 平取 二風谷ファーム 416 ― 〃 クビ 32．5�
59 ノアアーサー 牡2鹿 55 �島 克駿佐山 公男氏 天間 昭一 平取 協栄組合 484 ―1：11．41� 82．4�
510 サマーモーリス 牝2鹿 54 戸崎 圭太前田 亘輝氏 小島 茂之 新ひだか サカイファーム 420 ―1：11．71� 7．5�
47 インヘリテッドラヴ 牝2黒鹿54 柴田 大知岡田 牧雄氏 和田 雄二 新ひだか 佐藤 鉄也 434 ―1：12．23 128．8�
713 アダムズテソーロ 牡2鹿 55 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 日高 リョーケンファー
ム株式会社 458 ―1：13．26 6．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，582，000円 複勝： 39，679，200円 枠連： 19，503，700円
馬連： 50，929，700円 馬単： 23，305，700円 ワイド： 46，438，300円
3連複： 71，312，800円 3連単： 74，411，900円 計： 359，163，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 490円 � 360円 � 2，570円 枠 連（1－2） 5，490円

馬 連 �� 7，190円 馬 単 �� 16，080円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 15，670円 �� 8，310円

3 連 複 ��� 120，460円 3 連 単 ��� 709，850円

票 数

単勝票数 計 335820 的中 � 16866（7番人気）
複勝票数 計 396792 的中 � 21777（7番人気）� 31338（5番人気）� 3628（13番人気）
枠連票数 計 195037 的中 （1－2） 2753（19番人気）
馬連票数 計 509297 的中 �� 5485（24番人気）
馬単票数 計 233057 的中 �� 1087（53番人気）
ワイド票数 計 464383 的中 �� 10001（14番人気）�� 749（81番人気）�� 1418（62番人気）
3連複票数 計 713128 的中 ��� 444（218番人気）
3連単票数 計 744119 的中 ��� 76（1272番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．2―11．9―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．7―45．6―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．8
3 4（9，13）－14（6，15，16）－（2，10）－11，8－（12，3）＝1（7，5） 4 4－9（6，13）（15，14，16）2，11（8，10）－12，3－（5，1）－7

勝馬の
紹 介

ピンクセイラー �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 コンデュイット 初出走

2019．4．27生 牝2栗 母 ヴィーナスベルト 母母 サウスティーダ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 レイアリイ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。

ウインソフィー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 レイアリイ号は，発走調教再審査。
※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 クラリティスケール号・グランアリエル号・マテンロウボイス号

3300612月4日 晴 良 （3中山5） 第1日 第6競走 1，800�2歳新馬
発走12時35分 （ダート・右）

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
1：52．2
1：50．9

不良
不良

610 ホウオウルーレット 牡2鹿 55 横山 和生小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 494 ―1：53．4 2．2�
713 トモジャワールド 牡2芦 55 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 日高 天羽 禮治 530 ―1：54．57 8．2�
814 イージスカフェ 牡2鹿 55 横山 武史西川 光一氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474 ―1：55．24 6．9�
58 ジューンポンポン 牝2栗 54 井上 敏樹吉川 潤氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 482 ―1：55．3クビ 75．7�
35 サクセスシュート 牡2鹿 55 田辺 裕信柴田実千代氏 久保田貴士 浦河 小島牧場 484 ―1：55．72� 3．5�
22 スターエメラルド 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 日高 荒井ファーム 448 ―1：56．97 61．3	
611 ミツカネラブリー 牡2青鹿55 菊沢 一樹小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 486 ―1：58．07 88．1

34 ピースワンドルチェ 牡2芦 55 菅原 隆一長谷川成利氏 小野 次郎 日高 大江牧場 478 ―1：58．74 171．0�
46 ゼンダンヴァン 牡2栗 55 内田 博幸渡邊 善男氏 土田 稔 日高 広中 稔 488 ―1：59．55 252．0�
11 シ ゲ ル ツ ル 牝2黒鹿54 石川裕紀人森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 大林ファーム 460 ―1：59．71� 119．1
59 マーシグッドラック 牡2鹿 55

53 △山田 敬士佐藤 勝士氏 小桧山 悟 新冠 佐藤 義紀 474 ―2：00．55 294．6�
712 キーファクター 牝2芦 54 北村 宏司細谷 典幸氏 伊藤 大士 日高 木村牧場 468 ―2：00．82 71．6�
47 プレーリースカート 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 482 ―2：01．11� 23．4�
815 キャリアアップ 牡2栗 55 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 新ひだか 増本牧場 478 ―2：02．27 40．9�
23 グ ル メ 牡2鹿 55 菅原 明良�明栄商事 新開 幸一 新ひだか 沖田 忠幸 568 ― （競走中止） 23．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，876，700円 複勝： 33，221，900円 枠連： 13，426，700円
馬連： 50，185，300円 馬単： 24，973，100円 ワイド： 39，488，600円
3連複： 69，293，600円 3連単： 81，992，600円 計： 354，458，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 190円 � 190円 枠 連（6－7） 780円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 380円 �� 350円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 4，800円

票 数

単勝票数 計 418767 的中 � 158491（1番人気）
複勝票数 計 332219 的中 � 84900（1番人気）� 40484（3番人気）� 39634（4番人気）
枠連票数 計 134267 的中 （6－7） 13197（3番人気）
馬連票数 計 501853 的中 �� 49988（2番人気）
馬単票数 計 249731 的中 �� 14791（3番人気）
ワイド票数 計 394886 的中 �� 27410（3番人気）�� 29761（2番人気）�� 16711（6番人気）
3連複票数 計 692936 的中 ��� 31009（4番人気）
3連単票数 計 819926 的中 ��� 12360（9番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―13．2―13．4―12．4―12．4―12．4―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―38．1―51．5―1：03．9―1：16．3―1：28．7―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホウオウルーレット �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ゴールドアリュール 初出走

2019．5．19生 牡2鹿 母 オメガフレグランス 母母 ビューティーメイク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 グルメ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼンダンヴァン号・シゲルツル号・マーシグッドラック号・キーファクター号・プレーリースカート号・

キャリアアップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月4日まで平地競走に
出走できない。



3300712月4日 晴 良 （3中山5） 第1日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・右）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

24 グランドストローク 牡4黒鹿57 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 474＋ 41：11．4 11．3�
23 トーセンニック 牡3栗 56 江田 照男島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 474＋ 81：11．5� 22．4�
11 スターリングワース 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 464＋10 〃 アタマ 3．9�
611 アイルビーザワン �3栗 56

53 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 474＋101：11．6� 179．5	

713	 レ ゴ リ ス �5黒鹿57 菅原 明良 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 辻 哲英 新ひだか 村上牧場 B486＋ 41：11．7クビ 5．4


59 	 マブストーク 牡3鹿 56 津村 明秀マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 480± 0 〃 ハナ 5．0�
815 グランデモナルカ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム B468＋ 2 〃 クビ 92．8�
510 ヨシオドライヴ 牡4黒鹿57 菊沢 一樹井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 506＋12 〃 アタマ 109．8
35 キ ラ メ キ 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社
大原ファーム 492－ 41：11．8クビ 24．8�

36 
	 ベストマジック 牡5鹿 57 石橋 脩馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B514± 01：11．91 4．2�
48 バウンティハンター 牡4黒鹿57 三浦 皇成浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 500＋ 61：12．0� 43．6�
612
 ヴァンデリオン 牡4栗 57 戸崎 圭太村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 484＋ 6 〃 アタマ 10．1�
12 ヴァルゴスピカ 牝4鹿 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 438－ 41：12．21 55．6�
816 エアダンルース 牡4栗 57 �島 克駿 �ラッキーフィールド大竹 正博 千歳 社台ファーム 544＋ 81：12．3� 28．1�
714 サリーバランセ 牝5栗 55 武士沢友治黒須不二男氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 490－ 41：12．83 224．5�
47 ダディフィンガー 牡5鹿 57 柴田 善臣野村 茂雄氏 的場 均 むかわ 上水牧場 496－ 41：13．44 151．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，301，100円 複勝： 60，043，200円 枠連： 15，127，900円
馬連： 75，264，500円 馬単： 29，409，800円 ワイド： 63，190，400円
3連複： 110，378，400円 3連単： 110，670，000円 計： 503，385，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 320円 � 580円 � 220円 枠 連（2－2） 5，540円

馬 連 �� 8，280円 馬 単 �� 14，390円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 1，030円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 10，620円 3 連 単 ��� 81，700円

票 数

単勝票数 計 393011 的中 � 27772（6番人気）
複勝票数 計 600432 的中 � 49000（6番人気）� 23569（7番人気）� 83859（3番人気）
枠連票数 計 151279 的中 （2－2） 2116（21番人気）
馬連票数 計 752645 的中 �� 7037（27番人気）
馬単票数 計 294098 的中 �� 1532（51番人気）
ワイド票数 計 631904 的中 �� 7173（24番人気）�� 16173（13番人気）�� 8664（19番人気）
3連複票数 計1103784 的中 ��� 7790（34番人気）
3連単票数 計1106700 的中 ��� 982（274番人気）

ハロンタイム 11．6―10．5―11．5―11．8―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．1―33．6―45．4―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランドストローク �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．10．26 東京11着

2017．5．12生 牡4黒鹿 母 アイランズギフト 母母 エレガントレガーロ 26戦2勝 賞金 30，100，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ヴァンデリオン号の騎手戸崎圭太は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・14番）
エアダンルース号の騎手�島克駿は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・14番・13番）

※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 クレマチステソーロ号

3300812月4日 晴 良 （3中山5） 第1日 第8競走 ��3，570�イルミネーションジャンプステークス
発走13時40分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬3�増，J・
GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード3：58．2良

33 レオビヨンド 牡5鹿 60 平沢 健治�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 496－ 24：02．0 5．6�
69 � アサクサゲンキ �6鹿 60 熊沢 重文田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

476＋ 24：02．95 2．1�
44 ノーリミッツ 牡5黒鹿60 北沢 伸也山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 446－ 4 〃 クビ 29．1�
68 ビレッジイーグル 牡4黒鹿60 大江原 圭村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 512＋124：03．0クビ 29．0�
57 ブラゾンダムール 牡6黒鹿60 西谷 誠�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 482± 04：03．21� 25．8�
11 マイネルヴァッサー 牡8鹿 60 石神 深一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 440＋104：03．73 6．6	
710 ダイシンクローバー �5黒鹿60 高田 潤大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 486＋ 8 〃 ハナ 6．0

56 ダノンロッソ 牡7青鹿60 森 一馬�ダノックス 田中 克典 安平 ノーザンファーム 452－124：03．91 49．5�
22 � カポラヴォーロ �6栗 60 草野 太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 米 Debra Ann
Shehadi 504－ 44：04．0	 44．7�

711
 キタノテイオウ 牡6黒鹿60 上野 翔了德寺健二ホール
ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 456＋ 24：05．8大差 166．6

45 ヒ ロ キ ン グ �4鹿 60 小野寺祐太澤田 孝之氏 黒岩 陽一 新冠 武田 修一 506＋ 24：13．5大差 28．2�
812 フォイヤーヴェルク �8青鹿60 小坂 忠士 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 446－24 （競走中止） 16．8�
813 パリカラノテガミ 牡10鹿 60 大庭 和弥嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 462＋ 6 （競走中止） 28．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，669，500円 複勝： 39，933，000円 枠連： 13，885，300円
馬連： 60，538，500円 馬単： 28，518，100円 ワイド： 48，271，300円
3連複： 107，140，000円 3連単： 124，589，800円 計： 457，545，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 130円 � 480円 枠 連（3－6） 930円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，640円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 25，900円

票 数

単勝票数 計 346695 的中 � 49279（2番人気）
複勝票数 計 399330 的中 � 55698（4番人気）� 107653（1番人気）� 14588（8番人気）
枠連票数 計 138853 的中 （3－6） 11527（3番人気）
馬連票数 計 605385 的中 �� 60557（3番人気）
馬単票数 計 285181 的中 �� 10051（6番人気）
ワイド票数 計 482713 的中 �� 36994（3番人気）�� 7080（19番人気）�� 10366（12番人気）
3連複票数 計1071400 的中 ��� 16705（15番人気）
3連単票数 計1245898 的中 ��� 3487（68番人気）
上り 1マイル 1：51．7 4F 53．3－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レオビヨンド �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 オレハマッテルゼ デビュー 2018．7．8 中京8着

2016．3．31生 牡5鹿 母 ワタシマッテルワ 母母 パントミーマ 障害：7戦2勝 賞金 34，520，000円
〔競走中止〕 パリカラノテガミ号は，3周目5号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

フォイヤーヴェルク号は，3周目5号障害〔いけ垣〕着地時に，転倒した「パリカラノテガミ」号に触れ，騎手が落馬したた
め競走中止。



3300912月4日 晴 良 （3中山5） 第1日 第9競走 ��
��2，000�

は ぼ た ん

葉 牡 丹 賞
発走14時15分 （芝・右）
2歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．9
1：58．5

良
良

23 ボーンディスウェイ 牡2黒鹿55 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 490＋122：00．6 5．9�
22 イ ル チ ル コ 牝2鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋14 〃 クビ 23．5�
11 グランドライン 牡2青鹿55 三浦 皇成�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 514－ 4 〃 ハナ 5．8�
34 ショウナンマグマ 牡2鹿 55 吉田 豊国本 哲秀氏 尾関 知人 登別 青藍牧場 504＋102：00．7クビ 43．6�
59 トーセンクライスト 牡2栗 55 丸田 恭介島川 	哉氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 506－ 62：01．01� 123．0

713 ミッキーブンブン 牡2青鹿55 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 494＋ 2 〃 クビ 6．9�
814 レッドランメルト 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 国枝 栄 白老 社台牧場 508＋ 6 〃 ハナ 4．5�
712 ブラックボイス 牡2黒鹿55 �島 克駿 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 ハナ 26．5
35 コリエンテス 牡2黒鹿55 横山 和生 �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472＋ 22：01．42 8．1�
611 サインオブサクセス 牡2鹿 55 横山 武史 �社台レースホース伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋10 〃 アタマ 5．8�
610	 ウ ン 牡2青鹿55 丹内 祐次岡田美佐子氏 河津 裕昭 新冠 須崎牧場 462＋102：01．61
 89．5�

（川崎）

46 アンビション 牡2鹿 55 菅原 明良近藤 英子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 540－ 22：01．7� 73．1�
815 ナニハサテオキ 牡2鹿 55 内田 博幸 �キャピタル・システム 村山 明 日高 株式会社

目黒牧場 482＋ 8 〃 アタマ 135．0�
47 ウインマイルート 牡2栗 55 石川裕紀人�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 446＋ 82：02．97 57．0�
58 ユキノエリザベス 牝2黒鹿54 田辺 裕信井上 基之氏 竹内 正洋 新ひだか 服部 牧場 468－ 22：03．54 34．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 67，528，800円 複勝： 103，008，200円 枠連： 20，499，500円
馬連： 118，230，500円 馬単： 44，508，600円 ワイド： 92，284，500円
3連複： 169，364，000円 3連単： 175，868，000円 計： 791，292，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 560円 � 190円 枠 連（2－2） 6，450円

馬 連 �� 6，260円 馬 単 �� 10，690円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 520円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 7，620円 3 連 単 ��� 46，530円

票 数

単勝票数 計 675288 的中 � 95935（4番人気）
複勝票数 計1030082 的中 � 135632（5番人気）� 38426（8番人気）� 161427（1番人気）
枠連票数 計 204995 的中 （2－2） 2460（20番人気）
馬連票数 計1182305 的中 �� 14633（22番人気）
馬単票数 計 445086 的中 �� 3121（37番人気）
ワイド票数 計 922845 的中 �� 13032（21番人気）�� 48378（3番人気）�� 16376（16番人気）
3連複票数 計1693640 的中 ��� 16668（24番人気）
3連単票数 計1758680 的中 ��� 2740（156番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．1―48．9―1：01．6―1：13．5―1：25．0―1：36．7―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．6
1
3
3，5（7，8）（1，4）10（9，14）（2，12）（6，11，13）－15・（3，5）（1，12）（4，7，14）（9，2，10，8）（6，11）（13，15）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ボーンディスウェイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Platini デビュー 2021．7．4 福島2着

2019．5．19生 牡2黒鹿 母 ウィンドハック 母母 Waconda 4戦2勝 賞金 19，622，000円
〔制裁〕 ショウナンマグマ号の騎手吉田豊は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）

3301012月4日 晴 良 （3中山5） 第1日 第10競走 ��1，200�
か し ま

鹿 島 特 別
発走14時50分 （ダート・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

36 � ス テ ラ ー タ 牝4栗 55 丸山 元気小菅 定雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 478± 01：10．8 20．8�
59 � リンカーンテソーロ 牡3栗 56 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven
Steadings B464＋ 2 〃 アタマ 2．0�

612� サウスジェラート 牝3鹿 54 石川裕紀人�谷岡牧場 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 484－ 41：11．12 17．6�
12 オンリーワンスター 牝8鹿 55 和田 翼�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 466＋ 41：11．2	 33．0�
35 ケイアイマリブ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 B492－ 2 〃 アタマ 136．9	
815 ラストサムライ 牡3芦 56 戸崎 圭太玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 472＋ 61：11．51
 4．0

48 � メイショウヒボタン 牝7栗 55 勝浦 正樹松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 462＋ 4 〃 アタマ 202．1�
23 パイプライン �4鹿 57 柴山 雄一青山 洋一氏 田中 剛 日高 リコーファーム 492＋101：11．6
 13．9�
714 ペイシャリルキス �5鹿 57 武士沢友治北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 492＋141：11．8
 97．6
816 デルマクリスタル 牝4青鹿55 武藤 雅浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 484± 01：11．9
 29．6�
24 タイトロープウィン 牝5栗 55 柴田 善臣浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B448± 0 〃 ハナ 46．5�
11 クリスタルアワード 牝5青鹿55 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 2 〃 クビ 243．3�
47 ヤ マ メ 牝4黒鹿55 菅原 明良越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 476＋101：12．0クビ 47．3�
510 ロンギングバース 牡3鹿 56 横山 和生坂本 浩一氏 竹内 正洋 新冠 細川農場 478＋161：12．74 8．6�
611 グーテンモルゲン 牡5鹿 57 松岡 正海薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 522± 0 〃 アタマ 23．9�
713 ダイシンウィット 牡4栗 57 永野 猛蔵大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B508＋ 4 〃 クビ 18．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，168，000円 複勝： 70，029，300円 枠連： 26，435，900円
馬連： 116，743，100円 馬単： 48，678，600円 ワイド： 93，782，000円
3連複： 174，270，000円 3連単： 201，577，100円 計： 782，684，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，080円 複 勝 � 390円 � 140円 � 400円 枠 連（3－5） 1，520円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 720円 �� 4，430円 �� 800円

3 連 複 ��� 12，660円 3 連 単 ��� 117，850円

票 数

単勝票数 計 511680 的中 � 19638（7番人気）
複勝票数 計 700293 的中 � 37787（6番人気）� 172966（1番人気）� 37011（7番人気）
枠連票数 計 264359 的中 （3－5） 13449（6番人気）
馬連票数 計1167431 的中 �� 49306（5番人気）
馬単票数 計 486786 的中 �� 6646（18番人気）
ワイド票数 計 937820 的中 �� 34370（5番人気）�� 5140（47番人気）�� 30865（6番人気）
3連複票数 計1742700 的中 ��� 10317（41番人気）
3連単票数 計2015771 的中 ��� 1240（346番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．6―11．9―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．4―46．3―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．4
3 6（9，12）（5，15）（8，10）（2，13）（3，4，16）（1，14，11）7 4 6，9（5，12）15（2，8）（3，10，13）（1，4）（14，16）7，11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ス テ ラ ー タ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Van Nistelrooy

2017．2．6生 牝4栗 母 セットプレイ 母母 Boldy’s Reflection 16戦2勝 賞金 29，079，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 パイプライン号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・13
番）
リンカーンテソーロ号の騎手�島克駿は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ゴールドクロス号・シネマトグラフ号・ニシノライトニング号・ノーベルプライズ号・バクシン号・ビートマジック号



3301112月4日 晴 良 （3中山5） 第1日 第11競走 ��
��3，600�第55回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス（ＧⅡ）

発走15時25分 （芝・右・内2）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，2．12．5以降GⅠ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，2．12．4以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 924，000円 264，000円 132，000円 � コースレコード

中央レコード
3：41．6
3：41．6

良
良

711 ディバインフォース 牡5鹿 56 田辺 裕信吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 464－ 23：47．6 7．7�
45 アイアンバローズ 牡4鹿 56 石橋 脩猪熊 広次氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 500＋ 23：47．7� 6．4�
813 シルヴァーソニック 牡5芦 56 内田 博幸 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 446± 03：47．91� 6．6�
68 トーセンカンビーナ 牡5鹿 56 横山 武史島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474＋ 23：48．0	 5．5�
812 ゴ ー ス ト 
5芦 56 �島 克駿西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490－ 63：48．1� 17．4	
44 マンオブスピリット 
4鹿 56 戸崎 圭太ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 492＋ 43：48．2	 46．5

710 カウディーリョ 牡5黒鹿56 大野 拓弥 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 ハナ 5．0�
22 ヴ ァ ル コ ス 牡4鹿 56 三浦 皇成佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510＋ 43：48．3� 5．8�
56 アドマイヤアルバ 
6鹿 56 吉田 豊近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B472＋ 23：48．51 50．0
11 バ レ リ オ 
6芦 56 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 2 〃 ハナ 28．2�
69 ボ ス ジ ラ 牡5芦 56 菅原 明良金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 516＋ 2 〃 クビ 12．9�
33 � ア ス テ ィ 
5栗 56 江田 照男山口謙太郎氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム B430－ 23：49．13� 130．1�
57 セダブリランテス 牡7鹿 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530± 0 〃 クビ 21．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 146，695，100円 複勝： 195，623，800円 枠連： 69，490，900円
馬連： 447，300，700円 馬単： 145，300，400円 ワイド： 301，081，100円
3連複： 825，958，800円 3連単： 881，046，900円 計： 3，012，497，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 210円 � 220円 � 230円 枠 連（4－7） 770円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 490円 �� 670円 �� 620円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 25，870円

票 数

単勝票数 計1466951 的中 � 151107（6番人気）
複勝票数 計1956238 的中 � 257111（3番人気）� 227991（4番人気）� 215786（5番人気）
枠連票数 計 694909 的中 （4－7） 69331（3番人気）
馬連票数 計4473007 的中 �� 192424（6番人気）
馬単票数 計1453004 的中 �� 26471（17番人気）
ワイド票数 計3010811 的中 �� 160384（1番人気）�� 112820（6番人気）�� 123594（4番人気）
3連複票数 計8259588 的中 ��� 139886（15番人気）
3連単票数 計8810469 的中 ��� 24684（85番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―14．4―13．3―12．1―12．8―12．8―13．1―12．8―13．4―13．4―12．9―12．2―11．9―11．7―11．6
―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．2―25．5―39．9―53．2―1：05．3―1：18．1―1：30．9―1：44．0―1：56．8―2：10．2―2：23．6―2：36．5

2，600� 2，800� 3，000� 3，200� 3，400�
―2：48．7―3：00．6―3：12．3―3：23．9―3：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」 上り4F47．0―3F35．3
�
�
5－10，13，7（9，8）（12，4）（1，11）2－3－6
5（10，13）（12，7）8（4，9，11）（1，2，3）6

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

勝馬の
紹 介

ディバインフォース �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．8．19 札幌9着

2016．4．5生 牡5鹿 母 ツクバビューティ 母母 エスユーエフシー 23戦4勝 賞金 149，128，000円
〔騎手変更〕 アスティ号の騎手柴田善臣は，負傷のため江田照男に変更。

3301212月4日 晴 良 （3中山5） 第1日 第12競走 ��1，200�3歳以上2勝クラス
発走16時00分 （芝・右・外）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

611 ゼログラヴィティ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494＋ 41：07．8 1．7�

816 コスモアンジュ 牝4鹿 55
52 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 安達 洋生 498＋ 81：08．11� 15．5�

714 ク ム シ ラ コ 牡3栗 56 黛 弘人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 468＋ 61：08．31� 135．3�
815 カバーガール 牝3黒鹿54 横山 和生石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 470－ 4 〃 アタマ 30．5�
510 ラストリージョ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 458＋ 8 〃 クビ 166．8	
24 エレガンテレイナ 牝4鹿 55 大野 拓弥 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：08．4クビ 45．6

713 ホーリーライン 牝5青鹿55 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 436± 01：08．5� 33．1�
36 ニルカンタテソーロ 牡4栗 57

54 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 小手川 準 浦河 桑田牧場 B452＋ 4 〃 アタマ 89．5�

11 ロフティーピーク 牝4鹿 55 	島 克駿 �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 472－ 41：08．6� 49．1
59 ニシノアジャスト 牡3青鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 534－ 21：08．7� 72．6�
612 ショウナンバービー 牝4鹿 55 菅原 明良�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 506± 0 〃 ハナ 16．5�
35 
 ヴォイスオブジョイ 牝5鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 468＋ 4 〃 ハナ 22．4�

23 ラ ン グ ロ ワ 牝3青鹿 54
51 ▲横山 琉人ムーティエR 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 440－ 21：09．02 13．5�

48 ア ー ヒ ラ 牝6芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 454＋ 61：09．31� 404．4�
47 
 メサテソーロ 牝4青鹿55 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 米 Clearsky
Farms B536＋141：09．4� 64．5�

12 メインターゲット 牝3栗 54 横山 武史吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 504＋ 21：09．72 3．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 65，984，000円 複勝： 77，020，300円 枠連： 32，423，300円
馬連： 133，200，400円 馬単： 58，384，400円 ワイド： 98，715，600円
3連複： 191，259，800円 3連単： 247，136，900円 計： 904，124，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 290円 � 1，740円 枠 連（6－8） 720円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 550円 �� 3，700円 �� 10，600円

3 連 複 ��� 25，540円 3 連 単 ��� 69，790円

票 数

単勝票数 計 659840 的中 � 301528（1番人気）
複勝票数 計 770203 的中 � 249892（1番人気）� 56660（3番人気）� 7321（14番人気）
枠連票数 計 324233 的中 （6－8） 34762（2番人気）
馬連票数 計1332004 的中 �� 68311（2番人気）
馬単票数 計 583844 的中 �� 24336（3番人気）
ワイド票数 計 987156 的中 �� 49782（2番人気）�� 6607（33番人気）�� 2278（69番人気）
3連複票数 計1912598 的中 ��� 5616（75番人気）
3連単票数 計2471369 的中 ��� 2567（187番人気）

ハロンタイム 11．6―10．4―11．3―11．4―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．0―33．3―44．7―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．5
3 16，10（3，12，11）（8，6，15）（4，7，14）－（2，1，13）5－9 4 16，10（3，11）（8，12，15）（6，14）（4，7，13）1（2，5）9

勝馬の
紹 介

ゼログラヴィティ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Cape Cross デビュー 2021．3．27 中山12着

2018．5．11生 牝3黒鹿 母 ヴ ァ レ ッ タ 母母 Vituisa 6戦3勝 賞金 28，016，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゲンパチアイアン号



（3中山5）第1日 12月4日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 179頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

298，440，000円
32，190，000円
2，750，000円
35，130，000円
2，000，000円
77，514，500円
5，910，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
621，133，500円
801，675，900円
256，239，300円
1，262，436，400円
504，599，200円
965，489，900円
2，028，040，400円
2，270，519，700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 8，710，134，300円

総入場人員 4，732名 （有料入場人員 3，858名）
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