
3302512月11日 晴 稍重 （3中山5） 第3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

816 ロープスピニング 牝2鹿 54
51 ▲横山 琉人吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 430＋ 81：12．0 1．8�

48 ミンナノユメミノル 牡2栗 55 菅原 明良矢野 琢也氏 天間 昭一 新ひだか 橋本牧場 496＋181：12．31� 16．3�
713 テンコウバヒ 牡2青鹿55 石橋 脩酒井 喜生氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 454＋ 81：12．51� 13．3�
47 キーチズカンパニー 牡2鹿 55 武士沢友治山本 益臣氏 小手川 準 平取 北島牧場 490＋101：12．82 10．0�
11 マイネルシトラス 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 金石牧場 520＋ 41：12．9� 7．8�
59 シルバーキングダム 牡2黒鹿55 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 480＋ 61：13．64 38．0	
510 ソーメニーサンクス 牝2鹿 54 嶋田 純次
ミルファーム 深山 雅史 様似 中村 勝則 432± 01：13．91� 333．0�
714 ヒロノゴウカイ 牡2鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 増本牧場 474－ 21：14．11� 514．8�
36 プリンアラモード 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 船越牧場 406－ 6 〃 クビ 313．9
12 ヴィニュロン 牡2栗 55 杉原 誠人
ミルファーム 石毛 善彦 新冠 北星村田牧場 470＋ 81：14．2クビ 67．6�
612 ダノンマジック 牡2黒鹿55 戸崎 圭太�ダノックス 田中 博康 日高 白井牧場 448＋101：14．62� 5．3�
815 パワポケビー 牝2栗 54 津村 明秀柳原 達也氏 中野 栄治 日高 佐々木 康治 496－121：14．7� 79．6�
611 ヴェロニカマジック 牝2鹿 54 石川裕紀人�フロンティア 稲垣 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 448＋141：14．91 35．0�
35 ダイメイクルミ 牝2芦 54 江田 照男宮本 昇氏 本間 忍 新ひだか 前田牧場 486＋ 21：15．11� 474．9�
24 プ リ マ リ ー 牝2鹿 54

52 △山田 敬士湯澤 久徳氏 松永 康利 様似 清水 誠一 440± 0 〃 クビ 451．2�
23 トルヴァルツァー 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 様似 様似堀牧場 410＋ 41：15．84 350．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，953，500円 複勝： 101，144，700円 枠連： 13，110，400円
馬連： 67，355，400円 馬単： 32，877，100円 ワイド： 61，580，500円
3連複： 103，563，500円 3連単： 120，326，900円 計： 548，912，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 370円 � 260円 枠 連（4－8） 490円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 580円 �� 430円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 13，940円

票 数

単勝票数 計 489535 的中 � 221162（1番人気）
複勝票数 計1011447 的中 � 561577（1番人気）� 33216（6番人気）� 51424（5番人気）
枠連票数 計 131104 的中 （4－8） 20325（3番人気）
馬連票数 計 673554 的中 �� 35302（5番人気）
馬単票数 計 328771 的中 �� 12141（7番人気）
ワイド票数 計 615805 的中 �� 27241（6番人気）�� 38455（4番人気）�� 10831（15番人気）
3連複票数 計1035635 的中 ��� 17829（13番人気）
3連単票数 計1203269 的中 ��� 6256（42番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．9―12．4―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．4―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロープスピニング �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Sri Pekan デビュー 2021．6．6 東京8着

2019．3．16生 牝2鹿 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul 6戦1勝 賞金 9，100，000円

3302612月11日 晴 稍重 （3中山5） 第3日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時20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

58 パ ル ガ ン 牝2黒鹿54 横山 武史 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 日高 庄野牧場 B458＋ 41：55．2 4．9�
711 スマイルオンミー 牝2黒鹿54 内田 博幸 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 516－ 41：55．41� 6．3�
46 リトルポピー 牝2芦 54 横山 和生 �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B454－ 41：56．46 1．8�
11 トゥザヒロイン 牝2栗 54 北村 宏司 DMMドリームクラブ� 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 520＋ 61：56．82� 9．2�
45 フジシラユキヒメ 牝2芦 54 菅原 明良�フジレーシング 尾形 和幸 新冠 村上 進治 476＋ 41：56．9� 27．0	
610 イエローウィン 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 B458－ 21：57．0� 292．0

712 ノアチェリー 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 新冠 長浜牧場 474－ 21：57．63� 56．2�
814 パ ー チ ル 牝2鹿 54 丸山 元気飯田 正剛氏 宮田 敬介 新ひだか 千代田牧場 426－ 21：57．7� 12．7�
22 シャムトラダイコウ 牝2芦 54 武藤 雅西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 486± 01：57．8� 270．4
813 メロディーフェア 牝2栗 54 大野 拓弥稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 458－ 41：58．43� 40．0�
69 シュネーシュテルン 牝2芦 54

51 ▲小林 脩斗西森 功氏 清水 英克 新ひだか 信田牧場 460＋ 21：58．51 731．1�
34 ペイシャアート 牝2芦 54

52 △山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 平取 赤石牧場 498－ 21：58．6クビ 773．7�
57 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 424－ 2 〃 クビ 476．7�
33 コ イ マ リ 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 458＋ 21：58．81� 227．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，955，200円 複勝： 60，105，800円 枠連： 9，185，900円
馬連： 50，558，000円 馬単： 25，970，000円 ワイド： 42，006，600円
3連複： 70，908，200円 3連単： 95，177，300円 計： 389，867，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 130円 � 130円 � 110円 枠 連（5－7） 1，120円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 370円 �� 200円 �� 200円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 5，290円

票 数

単勝票数 計 359552 的中 � 61035（2番人気）
複勝票数 計 601058 的中 � 74591（2番人気）� 68374（3番人気）� 305058（1番人気）
枠連票数 計 91859 的中 （5－7） 6317（5番人気）
馬連票数 計 505580 的中 �� 31130（5番人気）
馬単票数 計 259700 的中 �� 7913（9番人気）
ワイド票数 計 420066 的中 �� 24125（5番人気）�� 58465（1番人気）�� 58233（2番人気）
3連複票数 計 709082 的中 ��� 85001（1番人気）
3連単票数 計 951773 的中 ��� 13021（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．4―50．5―1：03．6―1：16．5―1：29．4―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．7
1
3
6，8（5，11）9，10－（12，14）－（2，3，7）（1，4）－13
6（8，11）（5，9）（10，14）（12，1）2（7，4）3－13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パ ル ガ ン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．11．21 福島5着

2019．4．14生 牝2黒鹿 母 レッドプライム 母母 スプラッシュクイン 2戦1勝 賞金 5，800，000円

第５回 中山競馬 第３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



3302712月11日 晴 稍重 （3中山5） 第3日 第3競走 1，800�2歳未勝利
発走10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
1：52．2
1：50．9

不良
不良

47 ニシノボルテージ 牡2鹿 55 酒井 学西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 中山 高鹿康 450＋ 61：54．9 58．9�
35 インペラートル 牡2鹿 55 原田 和真藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 510＋181：55．11� 4．1�
58 クアトロマジコ 牡2鹿 55 横山 和生大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 518－ 2 〃 クビ 2．6�
46 ベッサスタージル 牡2鹿 55 石川裕紀人西森 功氏 小野 次郎 日高 ヤスナカファーム 500± 01：55．2クビ 15．0�
814 イーサンバーニング 牡2鹿 55 江田 照男国本 勇氏 中野 栄治 浦河 山春牧場 492－ 61：55．31 20．0�
11 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± 01：55．61� 9．4	
59 ブランショセット 牡2栗 55 横山 武史吉田 照哉氏 中川 公成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 61：56．13 4．6

712 ラ ー ル ブ ル 牡2黒鹿55 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 496± 01：56．84 11．7�
713 オレノマサムネ �2鹿 55 津村 明秀諸岡 慶氏 牧 光二 日高 北田 剛 B520＋ 61：57．11� 503．5�
23 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 474－ 41：58．27 341．7
34 アフリカンサウンズ 牡2栗 55

52 ▲永野 猛蔵 �吉澤ホールディングス 相沢 郁 浦河 オカモトファーム 536＋ 21：58．3� 50．8�
610 ド モ ナ ラ ン 牡2鹿 55

53 △山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 512± 01：58．4� 596．4�
22 アイパラドックス 牡2栗 55 武士沢友治ライフエンタープライズ� 古賀 史生 日高 門別 敏朗 470＋ 61：59．46 553．7�
611 ノアダイオウ 牡2鹿 55

52 ▲横山 琉人佐山 公男氏 石毛 善彦 平取 スガタ牧場 512＋ 61：59．5� 629．2�
815 チョコレートミルク 牡2鹿 55 宮崎 北斗村田 滋氏 粕谷 昌央 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 458＋161：59．6� 89．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，161，200円 複勝： 51，660，500円 枠連： 13，001，300円
馬連： 56，710，600円 馬単： 26，667，000円 ワイド： 49，119，500円
3連複： 81，178，100円 3連単： 91，196，100円 計： 408，694，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，890円 複 勝 � 900円 � 160円 � 130円 枠 連（3－4） 1，770円

馬 連 �� 15，190円 馬 単 �� 43，660円

ワ イ ド �� 3，900円 �� 2，190円 �� 250円

3 連 複 ��� 8，920円 3 連 単 ��� 131，970円

票 数

単勝票数 計 391612 的中 � 5636（9番人気）
複勝票数 計 516605 的中 � 9210（9番人気）� 87359（2番人気）� 134195（1番人気）
枠連票数 計 130013 的中 （3－4） 5686（8番人気）
馬連票数 計 567106 的中 �� 2892（29番人気）
馬単票数 計 266670 的中 �� 458（66番人気）
ワイド票数 計 491195 的中 �� 2847（31番人気）�� 5153（23番人気）�� 61667（1番人気）
3連複票数 計 811781 的中 ��� 6822（31番人気）
3連単票数 計 911961 的中 ��� 501（304番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．8―13．3―12．5―12．4―12．9―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．1―50．4―1：02．9―1：15．3―1：28．2―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．6
1
3
・（6，7）13－12（8，15）14（5，9）－（4，3）1，11－10，2・（6，7）13（12，8）5，14，15，9－（4，3）－1，11，10－2

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

勝馬の
紹 介

ニシノボルテージ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 Dominus デビュー 2021．8．21 新潟7着

2019．2．10生 牡2鹿 母 セイウンチャーム 母母 Sea Bloom 2戦1勝 賞金 5，100，000円

3302812月11日 晴 良 （3中山5） 第3日 第4競走 ��1，200�2歳未勝利
発走11時20分 （芝・右・外）

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
1：07．8
1：07．5

良
良

11 ア リ シ ア ン 牝2鹿 54 石川裕紀人広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 木村 秀則 488－ 41：08．7 28．6�
23 ネ レ イ ド 牝2鹿 54 戸崎 圭太�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 442＋ 4 〃 クビ 4．7�
35 ディージェーサン 牝2黒鹿54 横山 武史ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 オカモトファーム 418＋ 41：08．91� 2．4�
611 エリークラウン 牝2鹿 54 吉田 豊谷川 正純氏 高橋 文雅 日高 クラウン日高牧場 468＋161：09．32� 126．7�
24 デ フ ィ デ リ 牡2青鹿55 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 466＋10 〃 アタマ 238．2	
510 アメイジングアイル 牝2青鹿54 菊沢 一樹�大樹ファーム 和田 勇介 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 392－ 21：09．51� 10．8

816 カ イ ト 牡2黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵石川 達絵氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 504＋14 〃 クビ 38．1�
714 オールイズトゥルー 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗吉田 勝己氏 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 406± 01：09．71 10．2�
612 エコロデビル 牡2栗 55 大野 拓弥原村 正紀氏 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 8 〃 クビ 14．9
12 トゥルーブルー 牡2黒鹿55 勝浦 正樹田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 株式会社

安達牧場 432＋ 81：10．01� 29．3�
36 カガファクター 牡2芦 55 岩部 純二香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 片岡 博 456± 0 〃 ハナ 431．5�
59 ライヴトパーズ 牝2鹿 54 津村 明秀澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 原口牧場 404± 0 〃 クビ 105．2�
48 ローズブルーム 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 444＋ 2 〃 ハナ 9．8�
713 ゲンパチプライド 牡2黒鹿55 武藤 雅平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 上村 清志 468＋ 41：10．1� 10．9�
47 ワイワイドリーム 牡2鹿 55 嘉藤 貴行山田 泰司氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 544＋141：10．31� 224．9�
815 サツキレッドスター 牝2黒鹿 54

52 △山田 敬士小野 博郷氏 土田 稔 新冠 中山 高鹿康 394＋261：12．8大差 657．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，710，600円 複勝： 64，817，900円 枠連： 13，012，600円
馬連： 63，370，400円 馬単： 26，294，800円 ワイド： 58，786，000円
3連複： 96，760，500円 3連単： 98，468，700円 計： 464，221，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，860円 複 勝 � 590円 � 170円 � 130円 枠 連（1－2） 3，270円

馬 連 �� 7，070円 馬 単 �� 19，390円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，570円 �� 290円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 53，870円

票 数

単勝票数 計 427106 的中 � 12635（8番人気）
複勝票数 計 648179 的中 � 18101（9番人気）� 97008（2番人気）� 185116（1番人気）
枠連票数 計 130126 的中 （1－2） 3081（16番人気）
馬連票数 計 633704 的中 �� 6941（25番人気）
馬単票数 計 262948 的中 �� 1017（54番人気）
ワイド票数 計 587860 的中 �� 6813（26番人気）�� 8853（23番人気）�� 60531（1番人気）
3連複票数 計 967605 的中 ��� 12996（18番人気）
3連単票数 計 984687 的中 ��� 1325（198番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―11．2―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―45．5―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア リ シ ア ン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．7．25 函館4着

2019．3．3生 牝2鹿 母 ベネディーレ 母母 ブレッシング 3戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 ローズブルーム号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サツキレッドスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月11日まで平地

競走に出走できない。



3302912月11日 晴 良 （3中山5） 第3日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時10分 （芝・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
1：46．4
1：44．5

良
良

811 ポケットシンデレラ 牝2鹿 54 菱田 裕二田畑 利彦氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 428 ―1：50．6 83．6�
68 パトリックハンサム 牡2青鹿55 内田 博幸宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 466 ― 〃 � 6．1�
11 ケイアイセナ 牡2鹿 55 横山 武史亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 478 ―1：51．34 2．6�
33 レーヴディノエル 牝2芦 54 丸山 元気吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 482 ―1：51．51 3．5�
67 ジ ャ ス コ 牝2鹿 54 田辺 裕信大和屋 暁氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 452 ―1：51．71� 21．4�
79 オンリーワンエルフ �2鹿 55 武藤 雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 青木 孝文 日高 槇本牧場 454 ― 〃 ハナ 109．0	
812 アルカンサス 牡2鹿 55 吉田 豊一村 哲也氏 土田 稔 新冠 守矢牧場 476 ― 〃 クビ 18．5

56 グートアウス 牡2黒鹿55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 白井牧場 476 ―1：51．8クビ 6．2�
710 ストームシャドウ 牡2鹿 55 津村 明秀飯塚 知一氏 林 徹 千歳 社台ファーム 466 ―1：51．9� 26．9�
55 リ ニ ュ ー 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵 コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 430 ―1：52．01 66．7�
22 シルミオーネ 牝2鹿 54 大野 拓弥柏瀬金之介氏 萩原 清 洞�湖 レイクヴィラファーム 466 ―1：52．1クビ 58．2�
44 	 ワンダフルサマー 牡2鹿 55 菅原 明良ゴドルフィン 小島 茂之 英 Dance Thor-

oughbreds 482 ―1：52．41
 61．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 44，700，200円 複勝： 46，893，800円 枠連： 10，314，800円
馬連： 51，533，500円 馬単： 27，783，100円 ワイド： 42，532，700円
3連複： 71，564，800円 3連単： 96，383，500円 計： 391，706，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，360円 複 勝 � 1，230円 � 180円 � 130円 枠 連（6－8） 2，360円

馬 連 �� 26，130円 馬 単 �� 65，730円

ワ イ ド �� 6，060円 �� 2，740円 �� 350円

3 連 複 ��� 19，870円 3 連 単 ��� 274，030円

票 数

単勝票数 計 447002 的中 � 4542（11番人気）
複勝票数 計 468938 的中 � 6199（11番人気）� 68381（3番人気）� 126432（1番人気）
枠連票数 計 103148 的中 （6－8） 3386（10番人気）
馬連票数 計 515335 的中 �� 1528（40番人気）
馬単票数 計 277831 的中 �� 317（83番人気）
ワイド票数 計 425327 的中 �� 1659（42番人気）�� 3718（25番人気）�� 35668（3番人気）
3連複票数 計 715648 的中 ��� 2701（48番人気）
3連単票数 計 963835 的中 ��� 255（474番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―12．7―12．9―12．6―12．0―11．7―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．4―38．1―51．0―1：03．6―1：15．6―1：27．3―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポケットシンデレラ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2019．4．23生 牝2鹿 母 ポケットチャーリー 母母 シャイニンルビー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3303012月11日 晴 稍重 （3中山5） 第3日 第6競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時45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

22 ミッキーエイト 牡2栗 55 田辺 裕信野田みづき氏 久保田貴士 新ひだか ウエスタンファーム 460 ―1：56．6 4．9�
33 レオプレシード 牡2鹿 55 菊沢 一樹�レオ 小手川 準 平取 オークツリー

ファーム 510 ―1：57．45 4．9�
66 アポロマジェスティ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 稲垣 幸雄 新ひだか へいはた牧場 468 ―1：58．14 3．9�
77 オセアレジェンド 牡2青 55 江田 照男 IHR 田村 康仁 むかわ 上水牧場 480 ―1：58．73� 3．4�
55 ユイノセンリガン 牡2鹿 55 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 株式会社 森

本スティーブル 474 ―1：59．01� 9．1�
11 コパノランサー 牡2栗 55 武藤 雅小林 照弘氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 522 ―1：59．53� 9．9	
44 インテンシティ 牡2黒鹿55 菅原 明良山内 晃氏 和田正一郎 日高 木部ファーム 516 ―2：06．1大差 32．4


（7頭）

売 得 金
単勝： 39，437，800円 複勝： 25，527，600円 枠連： 発売なし
馬連： 43，871，000円 馬単： 23，846，400円 ワイド： 29，298，100円
3連複： 52，024，900円 3連単： 108，973，600円 計： 322，979，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 240円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 360円 �� 290円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 7，190円

票 数

単勝票数 計 394378 的中 � 66993（3番人気）
複勝票数 計 255276 的中 � 39525（4番人気）� 50972（3番人気）
馬連票数 計 438710 的中 �� 31922（6番人気）
馬単票数 計 238464 的中 �� 8536（11番人気）
ワイド票数 計 292981 的中 �� 19721（6番人気）�� 25610（4番人気）�� 29813（1番人気）
3連複票数 計 520249 的中 ��� 33883（4番人気）
3連単票数 計1089736 的中 ��� 10974（27番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．5―13．9―12．9―12．2―13．1―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．8―51．7―1：04．6―1：16．8―1：29．9―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．8
1
3
3－7－（1，6）2，5＝4
2，3，6－（7，1，5）＝4

2
4
3，7（1，6）2，5＝4
2，3－（1，6）5＝7＝4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーエイト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 デ ヒ ア 初出走

2019．4．17生 牡2栗 母 ウエスタンダンサー 母母 ウエスタンローズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インテンシティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月11日まで平地競走

に出走できない。



3303112月11日 晴 良 （3中山5） 第3日 第7競走 ��1，800�2歳未勝利
発走13時15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
1：46．4
1：44．5

良
良

23 セイウンプラチナ 牡2鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 486＋ 21：49．6 8．2�
35 ユイノゴトク 牡2青鹿55 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 478＋ 4 〃 ハナ 1．7�
510 ヴィブラツィオーネ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也加藤 裕司氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 464＋ 21：49．81� 55．0�
714 オウケンボルト 牡2青鹿55 丸山 元気福井 明氏 土田 稔 浦河 辻 牧場 454－ 8 〃 アタマ 12．1�
36 マルターズデイ 牡2黒鹿55 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 496＋ 61：50．01� 27．6�
24 キ ン ト リ ヒ 牡2芦 55 菅原 明良 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 浦河 ディアレスト
クラブ 458＋121：50．31� 7．6	

611 ナックフローラ 牝2鹿 54
51 ▲小林 脩斗小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 472± 01：50．62 19．6


48 ナンヨーリリー 牝2栗 54 石川裕紀人中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 412－ 21：50．7クビ 42．0�
713 ソリスルクス 牡2栗 55 津村 明秀 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 438＋ 81：50．91 14．8
815	 ブ ラ カ ー 牡2栗 55 菱田 裕二ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 J. S. Bolger 448－ 4 〃 � 26．1�
816 ハニートラップ 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 418＋121：51．32� 231．9�
11 ノアヴァイオレット 牝2黒鹿54 武士沢友治佐山 公男氏 古賀 史生 新ひだか 田中 裕之 472－ 81：51．51� 275．5�
59 フラスティー 牝2黒鹿 54

52 △山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 428＋ 41：51．92 512．9�
47 クライアンテル 牝2鹿 54 大野 拓弥ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 21：52．64 26．0�
12 サ ノ ワ ン 牡2鹿 55 勝浦 正樹佐野 信幸氏 尾形 和幸 新ひだか 田原橋本牧場 460＋ 21：53．02� 192．6�
612 マイネルビスワール 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 稲葉牧場 448－ 41：54．06 379．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，870，300円 複勝： 83，939，300円 枠連： 15，857，500円
馬連： 67，980，100円 馬単： 33，544，500円 ワイド： 60，836，200円
3連複： 100，333，200円 3連単： 122，741，300円 計： 531，102，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 190円 � 110円 � 530円 枠 連（2－3） 300円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 270円 �� 3，530円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 29，900円

票 数

単勝票数 計 458703 的中 � 46739（3番人気）
複勝票数 計 839393 的中 � 72464（2番人気）� 438677（1番人気）� 18003（10番人気）
枠連票数 計 158575 的中 （2－3） 39923（1番人気）
馬連票数 計 679801 的中 �� 91127（1番人気）
馬単票数 計 335445 的中 �� 13592（5番人気）
ワイド票数 計 608362 的中 �� 69599（1番人気）�� 3904（37番人気）�� 12556（13番人気）
3連複票数 計1003332 的中 ��� 12869（21番人気）
3連単票数 計1227413 的中 ��� 2976（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．4―50．1―1：02．4―1：14．5―1：26．3―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイウンプラチナ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2021．6．26 札幌5着

2019．4．7生 牡2鹿 母 ゴールドグレース 母母 グレースウーマン 9戦1勝 賞金 12，630，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルビスワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月11日まで平地

競走に出走できない。

3303212月11日 晴 稍重 （3中山5） 第3日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時45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
1：48．5
1：47．6

重
重

611 シュルードアイズ 牡3栗 56 津村 明秀水上 行雄氏 牧 光二 日高 日西牧場 514± 01：53．5 5．2�
612 ロ ン コ ー ネ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 492＋ 61：53．71� 1．7�
23 � ヒートヘイズ 牡3鹿 56 石川裕紀人 �フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B482－121：54．12 45．8�
36 クリーンドリーム 牡3芦 56 横山 武史石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 480± 01：54．21 26．3�
47 セイウンロミオ 牡3鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 526＋ 61：54．3アタマ 42．9	
24 プルスウルトラ 牡3栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 522＋ 61：54．51� 23．7

714� ウインジョイフル 牡4青鹿 57

54 ▲小林 脩斗庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 松田牧場 B494± 0 〃 ハナ 68．9�
510 スズノイナズマ 牡3青鹿56 内田 博幸小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 480＋ 21：55．13� 40．2�
35 プンタアレナス 	3芦 56 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：55．2
 46．6
11 ダ イ モ ー ン 牡3黒鹿56 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 B532＋101：55．41� 30．7�
815 クールマニワ 	3栗 56 野中悠太郎�サンライズ 高橋 裕 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 478－ 61：55．61� 36．8�
713 ダイチヴィット 牡4芦 57 武士沢友治服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 458＋ 21：55．91
 384．2�
816� ホウオウサマンサ 牝6栗 55 菱田 裕二小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B462－ 6 〃 ハナ 206．0�
59 タイセイマーベル 牡3栗 56 石橋 脩田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム 496－ 61：56．0クビ 5．0�
12 コスモコラッジョ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 金石牧場 490＋101：56．74 42．9�
48 シ ル ミ ー ヌ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人市瀬 章氏 田中 剛 新冠 村上 欽哉 434－ 81：57．44 97．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，099，500円 複勝： 156，332，100円 枠連： 21，616，100円
馬連： 86，648，700円 馬単： 47，151，200円 ワイド： 73，705，500円
3連複： 134，803，100円 3連単： 168，057，500円 計： 738，413，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 110円 � 770円 枠 連（6－6） 400円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 240円 �� 2，880円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 7，700円 3 連 単 ��� 40，150円

票 数

単勝票数 計 500995 的中 � 76139（3番人気）
複勝票数 計1563321 的中 � 117115（3番人気）� 1056125（1番人気）� 14442（12番人気）
枠連票数 計 216161 的中 （6－6） 41053（2番人気）
馬連票数 計 866487 的中 �� 159353（2番人気）
馬単票数 計 471512 的中 �� 26448（4番人気）
ワイド票数 計 737055 的中 �� 96658（2番人気）�� 5738（32番人気）�� 10656（15番人気）
3連複票数 計1348031 的中 ��� 13126（22番人気）
3連単票数 計1680575 的中 ��� 3034（108番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．5―13．4―12．5―12．3―12．7―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．6―50．0―1：02．5―1：14．8―1：27．5―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．7
1
3
2，4，9－16（8，12）（1，10，11，14）－（3，15）7－5，6，13・（4，9，14）（2，16，12）（8，1，11）3（10，7）－15，6（5，13）

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

勝馬の
紹 介

シュルードアイズ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2020．11．7 東京5着

2018．5．8生 牡3栗 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 10戦2勝 賞金 22，110，000円
※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） 1頭 バルンストック号
（非抽選馬） 2頭 デルマタモン号・ペイシャシキブ号



3303312月11日 晴 良 （3中山5） 第3日 第9競走 ��
��1，200�

く ろ ま つ

黒 松 賞
発走14時15分 （芝・右・外）
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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．5

良
良

78 ニシノレバンテ 牡2鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 折手牧場 482－ 61：08．5 3．2�
810 ジョーブリッランテ 牡2栗 55 横山 和生上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 498＋161：08．81� 9．6�
11 シゲルファンノユメ 牡2鹿 55 菅原 明良森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 468－ 2 〃 クビ 2．6�
89 アイムファイン 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 奥平 雅士 日高 門別山際牧場 410＋ 21：09．11� 13．2�
33 リ ト ス 牝2鹿 54 石川裕紀人ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 築紫 洋 408＋ 4 〃 クビ 17．9	
22 シーズアクイーン 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 426－ 4 〃 アタマ 138．8

77 トーセンキャロル 牝2芦 54 田辺 裕信島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 452－ 41：09．2� 24．6�
44 エ シ ェ ロ ン 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 山岡牧場 460－ 41：09．3クビ 169．5
55 トータルリコール 牡2鹿 55 永野 猛蔵山本又一郎氏 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 456± 01：09．4� 4．4�

（9頭）
66 エスティメート 牡2栗 55 嶋田 純次�ミルファーム 的場 均 浦河 猿橋 義昭 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 52，198，900円 複勝： 47，866，500円 枠連： 10，554，400円
馬連： 72，133，900円 馬単： 34，616，600円 ワイド： 48，280，900円
3連複： 90，689，100円 3連単： 156，411，100円 計： 512，751，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 170円 � 110円 枠 連（7－8） 620円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 390円 �� 180円 �� 370円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 6，080円

票 数

単勝票数 差引計 521989（返還計 59） 的中 � 133871（2番人気）
複勝票数 差引計 478665（返還計 78） 的中 � 95804（2番人気）� 51219（4番人気）� 144614（1番人気）
枠連票数 差引計 105544（返還計 229） 的中 （7－8） 13173（3番人気）
馬連票数 差引計 721339（返還計 341） 的中 �� 40709（5番人気）
馬単票数 差引計 346166（返還計 144） 的中 �� 12119（8番人気）
ワイド票数 差引計 482809（返還計 194） 的中 �� 27989（5番人気）�� 80640（1番人気）�� 29539（4番人気）
3連複票数 差引計 906891（返還計 1084） 的中 ��� 72894（2番人気）
3連単票数 差引計1564111（返還計 1474） 的中 ��� 18632（16番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．4―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．9―45．3―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．6
3 8（2，10）（4，5，9）（3，1）7 4 8，2，10（4，5，9）（3，1，7）

勝馬の
紹 介

ニシノレバンテ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．7．4 福島1着

2019．2．23生 牡2鹿 母 ワイキキブリーズ 母母 エターナルシャイン 4戦2勝 賞金 25，440，000円
〔出走取消〕 エスティメート号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。

3303412月11日 晴 稍重 （3中山5） 第3日 第10競走 ��
��1，200�アクアラインステークス

発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，3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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

612 チェーンオブラブ 牝4栗 55 菅原 明良前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480＋101：10．4 26．5�

510� ジ ゲ ン 牡4鹿 57 石橋 脩林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A
Racing Corp. 462－ 21：10．5	 3．6�

713 ヴァルキュリア 牝4鹿 55 津村 明秀 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：10．71
 4．2�
47 サンライズセナ 牡6栗 57 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B484－ 41：11．23 18．2�
23 コンセッションズ 牝6栗 55 菊沢 一樹 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 458－ 21：11．41� 146．1	
36 ウィッチクラフト �5鹿 57 内田 博幸 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 安平 追分ファーム 508－ 5 〃 クビ 47．5

24 アーマーバローズ 牡4鹿 57 横山 和生猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 春木ファーム 500＋ 81：11．5クビ 7．1�
816� アメリカンファクト 牡6栗 57 横山 武史 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B510－ 21：11．6	 5．7�
11 メイショウラビエ 牝6鹿 55 宮崎 北斗松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 494± 0 〃 ハナ 82．8
35 ローレルジャック 牡8黒鹿57 武士沢友治 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 502－ 2 〃 アタマ 99．5�
714 サンマルベスト 牡5栗 57 山田 敬士相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 486＋ 2 〃 アタマ 111．8�
815 ロイヤルバローズ 牡6鹿 57 大野 拓弥猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 468± 01：11．7クビ 7．0�
48 � イ ッ シ ン 牡4鹿 57 木幡 育也林 正道氏 浅見 秀一 米 Stonecliff

Farm 560＋ 61：11．8	 118．1�
12 テルモードーサ 牝5鹿 55 酒井 学吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 540－ 61：11．9クビ 11．6�
59 フィールザファラオ 牡6黒鹿57 野中悠太郎櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B478± 01：12．43 27．0�
611 メイショウサチシオ 牝7黒鹿55 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 498＋ 21：12．93 162．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，560，900円 複勝： 85，581，500円 枠連： 27，563，900円
馬連： 126，123，300円 馬単： 46，453，200円 ワイド： 94，219，700円
3連複： 189，830，800円 3連単： 198，732，600円 計： 825，065，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，650円 複 勝 � 680円 � 170円 � 180円 枠 連（5－6） 5，070円

馬 連 �� 6，430円 馬 単 �� 15，730円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 2，600円 �� 500円

3 連 複 ��� 10，400円 3 連 単 ��� 94，660円

票 数

単勝票数 計 565609 的中 � 17021（8番人気）
複勝票数 計 855815 的中 � 23795（9番人気）� 157108（1番人気）� 138497（2番人気）
枠連票数 計 275639 的中 （5－6） 4212（18番人気）
馬連票数 計1261233 的中 �� 15182（22番人気）
馬単票数 計 464532 的中 �� 2214（51番人気）
ワイド票数 計 942197 的中 �� 12009（22番人気）�� 8879（28番人気）�� 52552（2番人気）
3連複票数 計1898308 的中 ��� 13681（32番人気）
3連単票数 計1987326 的中 ��� 1522（293番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―12．1―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．1―46．2―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェーンオブラブ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Street Cry デビュー 2019．8．18 新潟2着

2017．4．15生 牝4栗 母 フェアエレン 母母 Palais Versailles 17戦2勝 賞金 44，751，000円
〔その他〕 メイショウサチシオ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウサチシオ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年1月11日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 オルクリスト号・カイアワセ号・ナンヨーイザヨイ号・ニシノホライゾン号・フィルストバーン号・ムスコローソ号



3303512月11日 晴 稍重 （3中山5） 第3日 第11競走 ��
��1，800�

し わ す

師走ステークス（Ｌ）
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，2．12．12以降3．12．5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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

816 バ レ ッ テ ィ �7鹿 55 野中悠太郎 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム B510± 01：51．0 47．5�
48 ハギノアトラス 牡5栗 54 武藤 雅安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 494＋101：51．1	 64．1�
11 デュードヴァン 牡4鹿 55 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 480＋ 21：51．41
 11．5�
23 エブリワンブラック 牡4鹿 54 田中 勝春 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B486－ 2 〃 アタマ 56．1�
47 アッシェンプッテル 牝5鹿 53 大野 拓弥 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 510－ 21：51．5	 21．0	
815 レピアーウィット 牡6栗 57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 546＋ 4 〃 アタマ 5．4

35 ネオブレイブ 牡5栗 54 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 524＋ 41：51．6クビ 48．2�
611 ペ オ ー ス �4鹿 54 北村 宏司�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 21：51．91
 33．4�
510 ケンシンコウ 牡4鹿 57 丸山 元気天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 494－ 4 〃 アタマ 14．3
24 メイショウムラクモ 牡3鹿 55 田辺 裕信松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 496＋141：52．0	 2．2�
612 ハギノリュクス 牝4黒鹿52 津村 明秀日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 21：52．21	 11．7�
713 コマビショウ 牡6黒鹿53 江田 照男小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B478－ 61：52．3
 127．2�
59 � アメリカンシード 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米 Courtlandt

Farm 482－ 21：52．51� 5．4�
714 ダノンテイオー 牡5黒鹿53 横山 和生�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 470＋ 41：52．82 201．3�
36 バーナードループ 牡4黒鹿55 菅原 明良 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 524± 01：54．18 53．1�
12 サトノディード �6青鹿53 石川裕紀人 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 518＋221：56．7大差 99．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 107，338，200円 複勝： 132，944，700円 枠連： 52，437，000円
馬連： 280，646，100円 馬単： 103，701，300円 ワイド： 195，161，300円
3連複： 448，384，100円 3連単： 505，300，200円 計： 1，825，912，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，750円 複 勝 � 900円 � 1，050円 � 350円 枠 連（4－8） 4，230円

馬 連 �� 60，190円 馬 単 �� 120，210円

ワ イ ド �� 10，380円 �� 4，270円 �� 6，110円

3 連 複 ��� 157，210円 3 連 単 ��� 1，289，930円

票 数

単勝票数 計1073382 的中 � 18057（9番人気）
複勝票数 計1329447 的中 � 37017（9番人気）� 31477（11番人気）� 110919（4番人気）
枠連票数 計 524370 的中 （4－8） 9600（15番人気）
馬連票数 計2806461 的中 �� 3613（76番人気）
馬単票数 計1037013 的中 �� 647（157番人気）
ワイド票数 計1951613 的中 �� 4829（71番人気）�� 11861（37番人気）�� 8239（53番人気）
3連複票数 計4483841 的中 ��� 2139（250番人気）
3連単票数 計5053002 的中 ��� 284（1632番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．5―47．5―59．5―1：11．9―1：24．4―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バ レ ッ テ ィ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．3．19 中山10着

2014．2．4生 �7鹿 母 ザ レ マ 母母 シ ェ ン ク 30戦6勝 賞金 131，953，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノディード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月11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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 アイオライト号・キタノヴィジョン号・ゴルトベルク号・サンダーブリッツ号・スウィープザボード号・

ソッサスブレイ号・タマモサンシーロ号・トランスナショナル号・ハーメティキスト号・ホウオウトゥルース号・
マイネルアルケミー号・メイショウカリン号・メイショウワザシ号・ラストマン号・リッターシュラーク号

3303612月11日 晴 良 （3中山5） 第3日 第12競走 ��2，000�3歳以上2勝クラス
発走16時00分 （芝・右）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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
1：57．8
1：56．1

良
良

44 ストゥーティ 牝3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 424＋ 22：00．0 1．6�
66 ヒューマンコメディ 牝4黒鹿55 丸山 元気野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 486－ 42：00．1� 16．8�
55 ク ロ ス セ ル 牝4鹿 55 武藤 雅�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 536＋122：00．31� 4．8�
78 ローゼライト 牝3鹿 54 北村 宏司中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B436＋ 22：00．4� 30．4�
89 セ ナ リ ス ト 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 440＋ 82：00．5� 11．0	
22 � カ サ ー レ 牝6青鹿 55

52 ▲永野 猛蔵飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 444－ 8 〃 クビ 90．9

11 ガ ロ シ ェ 牝5黒鹿55 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 02：00．7	 13．7�
33 
� ファインスティール 牝5鹿 55 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

530－ 8 〃 ハナ 24．2�
810 ウインメルシー 牝5鹿 55 横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 486± 0 〃 ハナ 7．9
77 ウインルーア 牝3鹿 54 野中悠太郎�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 62：01．44 108．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 66，690，800円 複勝： 140，986，500円 枠連： 19，420，200円
馬連： 100，992，600円 馬単： 55，482，700円 ワイド： 85，579，400円
3連複： 141，428，600円 3連単： 269，847，500円 計： 880，428，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 220円 � 140円 枠 連（4－6） 1，150円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 370円 �� 190円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 4，440円

票 数

単勝票数 計 666908 的中 � 321847（1番人気）
複勝票数 計1409865 的中 � 847364（1番人気）� 63801（6番人気）� 146863（2番人気）
枠連票数 計 194202 的中 （4－6） 13067（4番人気）
馬連票数 計1009926 的中 �� 72602（5番人気）
馬単票数 計 554827 的中 �� 33295（5番人気）
ワイド票数 計 855794 的中 �� 54962（5番人気）�� 145000（1番人気）�� 23432（11番人気）
3連複票数 計1414286 的中 ��� 79277（4番人気）
3連単票数 計2698475 的中 ��� 43979（8番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．2―12．8―12．6―11．8―11．6―11．6―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―35．8―48．6―1：01．2―1：13．0―1：24．6―1：36．2―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ストゥーティ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．8．8 新潟1着

2018．2．6生 牝3鹿 母 リラヴァティ 母母 シンハリーズ 10戦3勝 賞金 58，985，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ヒューマンコメディ号の騎手田辺裕信は，検査のため丸山元気に変更。



（3中山5）第3日 12月11日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 163頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

208，090，000円
5，620，000円
35，120，000円
1，400，000円
23，270，000円
71，875，500円
4，482，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
629，677，100円
997，800，900円
206，074，100円
1，067，923，600円
484，387，900円
841，106，400円
1，581，468，900円
2，031，616，300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 7，840，055，200円

総入場人員 4，737名 （有料入場人員 3，810名）
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