
3303712月12日 晴 稍重 （3中山5） 第4日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走9時50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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

510 プリーチトヤーン 牝2鹿 54 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 460± 01：12．4 1．5�
11 ビップアクア 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 川端 正博 444＋ 8 〃 アタマ 10．3�
12 ニ シ ノ ア ナ 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵西山 茂行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 452± 01：12．61 34．1�
714 トーアスカーレット 牝2栗 54 菊沢 一樹高山ランド� 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 462－221：12．81� 116．3�
816 ピ カ リ エ 牝2芦 54 伊藤 工真 �リトルブルーファーム 金成 貴史 清水 リトルブルーファーム 480＋10 〃 ハナ 229．1�
36 ビ ジ ョ ガ ー 牝2黒鹿54 野中悠太郎宮城 寛也氏 宮田 敬介 日高 アイズスタッド株式会社 512± 0 〃 クビ 10．4	
23 ベ ル ベ リ ス 牝2鹿 54 吉田 豊ディアレストクラブ� 高橋 文雅 浦河 カケハムポニークラブ 454－ 41：13．43� 36．4

48 ビッグロジールーフ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 育也大屋 高広氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 428－ 21：13．5� 223．7�
35 ミラーレイク 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 430－ 81：13．71� 133．7
24 スズシナーラ 牝2黒鹿54 三浦 皇成森 達郎氏 高橋 裕 日高 野島牧場 456＋ 8 〃 ハナ 12．2�
815 コ リ コ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹大野 富生氏 粕谷 昌央 浦河 高昭牧場 432± 0 〃 ハナ 6．4�
713 ミ ウ ィ 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人�ORTEGA 大江原 哲 新冠 柏木 一則 432＋121：13．91 96．2�
612 クイーンカトリーヌ 牝2黒鹿54 石橋 脩大塚 亮一氏 大和田 成 浦河 辻 牧場 442＋101：14．0� 27．2�
59 ラ ー ジ ベ ル 牝2鹿 54

52 △山田 敬士�リーヴァ 松永 康利 日高 本間牧場 466± 01：14．2� 174．2�
611 サリーチャン 牝2黒鹿54 武士沢友治栗山 道郎氏 石栗 龍彦 浦河トラストスリーファーム 460＋ 21：14．3� 416．8�
47 タマノルーナ 牝2鹿 54 武藤 雅玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 426＋ 21：14．51� 149．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，996，000円 複勝： 126，761，900円 枠連： 12，274，300円
馬連： 60，302，900円 馬単： 34，482，900円 ワイド： 58，499，600円
3連複： 102，620，800円 3連単： 132，856，500円 計： 568，794，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 520円 枠 連（1－5） 440円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 250円 �� 980円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 8，340円

票 数

単勝票数 計 409960 的中 � 210896（1番人気）
複勝票数 計1267619 的中 � 914549（1番人気）� 68965（3番人気）� 15998（8番人気）
枠連票数 計 122743 的中 （1－5） 21545（1番人気）
馬連票数 計 603029 的中 �� 92022（2番人気）
馬単票数 計 344829 的中 �� 40562（1番人気）
ワイド票数 計 584996 的中 �� 70533（2番人気）�� 14029（12番人気）�� 9068（14番人気）
3連複票数 計1026208 的中 ��� 21371（11番人気）
3連単票数 計1328565 的中 ��� 11542（21番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．5―12．3―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．3―46．6―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリーチトヤーン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2021．9．26 中京4着

2019．4．16生 牝2鹿 母 ハーベストシーズン 母母 Preparation 4戦1勝 賞金 10，200，000円

3303812月12日 晴 稍重 （3中山5） 第4日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10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

59 ミエノナイスガイ 牡2鹿 55 石川裕紀人里見美惠子氏 田中 博康 浦河 谷川牧場 460± 01：56．9 41．0�
35 ク ル ル 牡2鹿 55

52 ▲横山 琉人�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか
有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 492± 01：57．11� 7．8�

11 チュウワエース 牡2黒鹿55 野中悠太郎中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 456－ 81：57．2クビ 3．6�
610 ア ド ー ニ ス 牡2鹿 55 江田 照男片野 新一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 B442＋ 8 〃 クビ 177．7�
34 � タイムトゥゴー 牡2鹿 55 大野 拓弥ゴドルフィン 鈴木慎太郎 英 Laundry Cot-

tage Stud Farm 488＋ 41：57．73 26．2�
47 インペリアルライン 牡2栗 55

52 ▲永野 猛蔵 	社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム B472－ 41：58．01� 5．1

58 コスモガラクシア 牡2黒鹿55 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 484± 01：58．1� 10．0�
815 セイウンガレオン 牡2黒鹿55 松岡 正海西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 中田 英樹 528± 01：58．2� 7．0�
23 パワーエンブレム 牡2鹿 55 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 中川 公成 新ひだか 増本牧場 B506± 0 〃 クビ 114．0
22 ウィンターアゲイン 牡2芦 55 伊藤 工真保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 田中 裕之 454－ 4 〃 ハナ 125．5�
713 ラインメッセージ 牡2鹿 55 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 原田 久司 484＋ 4 〃 同着 36．0�
611 ベ ン テ イ ガ 牡2鹿 55 三浦 皇成 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか グランド牧場 502－ 41：58．3クビ 11．7�
814 ハーモニーオリオン 牡2鹿 55 津村 明秀日下部勝德氏 牧 光二 新冠 林 博道 470＋ 81：58．51� 71．5�
712 クロシェノワール 牝2青鹿54 嘉藤 貴行琴浦 諒氏 青木 孝文 新冠 アサヒ牧場 502－ 21：58．81� 7．9�
46 ネ ル ガ ル 牡2鹿 55 武士沢友治西森 功氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 480＋ 21：59．12 143．7�
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売 得 金
単勝： 39，966，200円 複勝： 56，391，200円 枠連： 10，722，400円
馬連： 62，004，400円 馬単： 24，832，000円 ワイド： 56，436，200円
3連複： 93，055，200円 3連単： 90，534，900円 計： 433，942，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，100円 複 勝 � 920円 � 220円 � 160円 枠 連（3－5） 1，890円

馬 連 �� 19，780円 馬 単 �� 37，020円

ワ イ ド �� 5，580円 �� 4，040円 �� 490円

3 連 複 ��� 22，700円 3 連 単 ��� 202，580円

票 数

単勝票数 計 399662 的中 � 8267（10番人気）
複勝票数 計 563912 的中 � 11617（10番人気）� 69766（3番人気）� 113846（1番人気）
枠連票数 計 107224 的中 （3－5） 4389（13番人気）
馬連票数 計 620044 的中 �� 2429（43番人気）
馬単票数 計 248320 的中 �� 503（86番人気）
ワイド票数 計 564362 的中 �� 2465（45番人気）�� 3427（37番人気）�� 32791（2番人気）
3連複票数 計 930552 的中 ��� 3074（68番人気）
3連単票数 計 905349 的中 ��� 324（559番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―13．3―13．6―13．3―12．8―12．8―13．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―37．9―51．5―1：04．8―1：17．6―1：30．4―1：43．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミエノナイスガイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．10．2 中京10着

2019．4．1生 牡2鹿 母 ヒラボクビジン 母母 オリジナルスピン 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 パワーエンブレム号の騎手宮崎北斗は，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：12

番）

第５回 中山競馬 第４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



3303912月12日 晴 稍重 （3中山5） 第4日 第3競走 1，200�2歳未勝利
発走10時45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

11 ペイシャカレン 牝2栗 54 江田 照男北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 446± 01：12．7 6．3�
23 デザートサファリ 牡2黒鹿55 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 平取 船越 伸也 474＋121：12．91 20．6�
24 ナンデフェスティヴ 牝2鹿 54 大野 拓弥臼井 一眞氏 畠山 吉宏 平取 二風谷ファーム 456－ 6 〃 ハナ 8．1�
12 アイアムラベンダー 牝2鹿 54 松岡 正海堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 464－ 81：13．11� 12．9�
36 クラウンシューター 牡2黒鹿55 武藤 雅杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 488＋ 41：13．2� 65．3�
713 カ リ カ 牝2芦 54 野中悠太郎平岡 茂樹氏 小西 一男 むかわ 平岡牧場 480＋ 21：13．3� 71．8�
510 ペイシャワキア 牡2栗 55 武士沢友治北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 444－101：13．61� 181．1	
48 ウ ル オ イ 牝2黒鹿54 杉原 誠人
ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 430－ 21：13．7� 159．5�
611 アフォガート 牡2芦 55 丸田 恭介豊井 義次氏 浅野洋一郎 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 456＋ 61：14．12� 339．7�
815 イエローブーケ 牝2鹿 54 木幡 初也荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 476＋ 61：14．42 30．4
47 リュウキュウカリー 牡2鹿 55

52 ▲横山 琉人棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 北洋牧場 450－ 61：14．5クビ 16．5�
59 カシノリバイアサン 牡2黒鹿55 丹内 祐次柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 柏木 務 438＋ 41：14．92� 79．1�
35 メイトゥリアーク 牝2栗 54

52 △山田 敬士ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 434－ 21：15．11 385．2�
612 バ リ ア ン ス 牡2芦 55 荻野 極藤田 岳彦氏 田村 康仁 青森 久保フアーム 498＋ 21：15．2� 296．9�
714 フレンドプリンセス 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 泊 寿幸 434＋ 61：16．37 92．5�
816 オモイソメル 牝2栗 54 横山 武史ムーティエR 青木 孝文 新ひだか 静内フアーム 474± 01：16．83� 1．5�
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売 得 金
単勝： 42，424，600円 複勝： 150，662，000円 枠連： 13，864，200円
馬連： 58，443，500円 馬単： 38，434，400円 ワイド： 50，755，900円
3連複： 87，201，200円 3連単： 134，288，100円 計： 576，073，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 560円 � 1，360円 � 490円 枠 連（1－2） 1，230円

馬 連 �� 7，140円 馬 単 �� 13，830円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 750円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 12，400円 3 連 単 ��� 68，650円

票 数

単勝票数 計 424246 的中 � 55884（2番人気）
複勝票数 計1506620 的中 � 73262（3番人気）� 27424（6番人気）� 85502（2番人気）
枠連票数 計 138642 的中 （1－2） 8705（4番人気）
馬連票数 計 584435 的中 �� 6342（17番人気）
馬単票数 計 384344 的中 �� 2084（30番人気）
ワイド票数 計 507559 的中 �� 7421（17番人気）�� 17844（7番人気）�� 11703（11番人気）
3連複票数 計 872012 的中 ��� 5274（36番人気）
3連単票数 計1342881 的中 ��� 1418（177番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―12．5―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．1―46．6―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャカレン �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2021．10．17 東京5着

2019．4．12生 牝2栗 母 ヒシシャトル 母母 ヒシレイホウ 3戦1勝 賞金 5，800，000円
〔制裁〕 ペイシャカレン号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金100，000円。
〔その他〕 オモイソメル号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 イノセントソレル号・ナムラダグ号・ヒールズユアペイン号

3304012月12日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（3中山5） 第4日 第4競走 ��2，880�障害3歳以上未勝利

発走11時15分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：10．2良・良

66 アルトリウス �7鹿 60 蓑島 靖典�G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム B476＋143：17．5 9．5�
78 ヤマノグリッターズ 牡3黒鹿58 大庭 和弥澤村 敏雄氏 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 498＋ 83：19．09 76．4�
44 アポロファントム 牡4鹿 60 金子 光希アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 464＋ 43：19．31� 5．7�
89 テンチシンメイ 牡4鹿 60 石神 深一岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 518＋143：20．25 15．0�
33 グラスディアブロ 牡4鹿 60 大江原 圭半沢� 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 468＋163：20．41� 54．8	
22 	 ブルーエクセレンス 牡5青鹿60 草野 太郎ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 63：20．82� 1．8

55 ダイワセントライト 牡4栗 60 小野寺祐太大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 クビ 18．3�
77 ワインレッドローズ 牝5黒鹿58 森 一馬飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 488＋ 23：21．32� 24．5�
810 エイムアンドエンド 牡6鹿 60 伴 啓太 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 504＋ 23：22．25 4．3
11 タマモアンドロメダ 牡3黒鹿58 上野 翔タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 508＋10 （競走中止） 46．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，911，900円 複勝： 32，733，700円 枠連： 7，675，000円
馬連： 36，452，800円 馬単： 20，983，400円 ワイド： 27，044，900円
3連複： 59，614，600円 3連単： 90，858，200円 計： 302，274，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 370円 � 1，930円 � 220円 枠 連（6－7） 4，770円

馬 連 �� 25，200円 馬 単 �� 46，560円

ワ イ ド �� 6，210円 �� 480円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 22，510円 3 連 単 ��� 172，890円

票 数

単勝票数 計 269119 的中 � 22433（4番人気）
複勝票数 計 327337 的中 � 23112（4番人気）� 3645（10番人気）� 46689（2番人気）
枠連票数 計 76750 的中 （6－7） 1245（14番人気）
馬連票数 計 364528 的中 �� 1121（34番人気）
馬単票数 計 209834 的中 �� 338（65番人気）
ワイド票数 計 270449 的中 �� 1059（37番人気）�� 15943（4番人気）�� 1817（27番人気）
3連複票数 計 596146 的中 ��� 1986（55番人気）
3連単票数 計 908582 的中 ��� 381（333番人気）
上り 1マイル 1：50．4 4F 53．5－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルトリウス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．8．21 札幌3着

2014．1．28生 �7鹿 母 レ ジ ネ ッ タ 母母 アスペンリーフ 障害：6戦1勝 賞金 9，480，000円
〔競走中止〕 タマモアンドロメダ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため1周目正面の直線コースで競走中止。



3304112月12日 曇 良 （3中山5） 第4日 第5競走 1，600�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
1：33．4
1：32．3

良
良

23 パンテレリア 牡2鹿 55 津村 明秀 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 484 ―1：36．7 4．7�

35 スパイダーゴールド 牡2栗 55 三浦 皇成村木 隆氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 474 ―1：36．8� 1．9�
713 クラリティスケール 牝2青 54 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 浦河 栄進牧場 446 ―1：37．22 30．7�
816 グランアリエル 牡2鹿 55 石川裕紀人布施 慶士氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 470 ― 〃 クビ 28．4�
611 ホウオウジュリア 牝2鹿 54 菅原 明良小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 460 ― 〃 アタマ 14．5�
48 ビッグパレード 牝2鹿 54 北村 宏司 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 490 ―1：37．52 8．6	
36 アルティマナイト 牡2栗 55

52 ▲永野 猛蔵
木村牧場 柄崎 孝 日高 木村牧場 504 ―1：37．6クビ 46．5�
12 フォーウィンズ 牝2鹿 54 武藤 雅小原準一郎氏 田島 俊明 浦河 上山牧場 470 ― 〃 クビ 43．8�
714 アントウェルペン 牡2鹿 55 田辺 裕信堀 祥子氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 472 ―1：37．91� 12．2
815 デルマダンタリアン 牡2青鹿55 松岡 正海浅沼 廣幸氏 田中 剛 日高 ファニーヒルファーム 464 ―1：38．0� 97．2�
11 ブライトゴッデス 牝2栗 54 丹内 祐次ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 秋場牧場 406 ― 〃 アタマ 92．4�
59 ルナーサウスポール 牡2栗 55 吉田 豊窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 462 ―1：38．11 130．7�
612 シ ュ レ ム 牝2鹿 54 丸山 元気�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474 ―1：38．2� 36．5�
510 デルマワルキューレ 牝2芦 54 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 406 ― 〃 ハナ 149．0�
24 コスモエルム 牝2栗 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 424 ―1：39．47 168．9�
47 プロキシーファイト 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 秋田牧場 486 ―1：40．99 270．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，495，700円 複勝： 59，264，500円 枠連： 13，580，100円
馬連： 58，506，300円 馬単： 31，431，400円 ワイド： 51，726，000円
3連複： 86，337，400円 3連単： 107，157，100円 計： 460，498，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 110円 � 430円 枠 連（2－3） 520円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，390円 �� 980円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 19，300円

票 数

単勝票数 計 524957 的中 � 93006（2番人気）
複勝票数 計 592645 的中 � 101170（2番人気）� 264728（1番人気）� 15648（7番人気）
枠連票数 計 135801 的中 （2－3） 20027（1番人気）
馬連票数 計 585063 的中 �� 90354（1番人気）
馬単票数 計 314314 的中 �� 17423（5番人気）
ワイド票数 計 517260 的中 �� 64669（1番人気）�� 8498（17番人気）�� 12298（9番人気）
3連複票数 計 863374 的中 ��� 19114（7番人気）
3連単票数 計1071571 的中 ��� 4024（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―37．3―49．9―1：02．1―1：14．0―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6

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

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

パンテレリア �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2019．6．5生 牡2鹿 母 ラインレジーナ 母母 シンコウエンジェル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スウィートプロミス号・スコール号・ポップパフォーマー号

3304212月12日 曇 良 （3中山5） 第4日 第6競走 2，000�2歳未勝利
発走12時35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

23 ロジハービン 牡2鹿 55 戸崎 圭太久米田正明氏 国枝 栄 新冠 村田牧場 526＋ 22：02．0 2．1�
36 ディープグラビティ 牡2黒鹿55 大野 拓弥 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 472－ 62：02．1� 5．1�
714 オーシャンズヨリ 牡2鹿 55 田辺 裕信辻子 依旦氏 竹内 正洋 浦河 川越ファーム 462＋ 6 〃 アタマ 9．1�
48 メンアットワーク 牡2青鹿55 菅原 明良千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 444＋ 42：02．2クビ 14．3�
47 ポッドヴァイン 牡2鹿 55 石川裕紀人小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 416＋ 4 〃 ハナ 226．1�
817 ヴァプンアート 牡2鹿 55 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 平取 赤石牧場 450－ 22：02．41� 11．4	
611 カガギムレット 牡2鹿 55 菊沢 一樹香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 西村牧場 428＋ 82：02．82� 420．9

612 ヴァンシャンテ 牝2青鹿 54

51 ▲永野 猛蔵河野 勇樹氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド 418－ 62：03．01� 29．6�
11 ローズナイトシチー 牡2黒鹿55 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 468＋ 4 〃 アタマ 6．6
510 マゼンダフラッシュ 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗松田 幸生氏 奥平 雅士 日高 本間牧場 450－ 22：03．1� 535．3�
35 エ ル イ エ ロ 牡2栗 55 北村 宏司小谷津延弘氏 畠山 吉宏 新ひだか 谷岡牧場 458－ 42：03．31 268．6�
59 サンアーバイン 牝2鹿 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 430－ 42：03．4� 427．1�
24 エクセレントマン 牡2栗 55 荻野 極田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 市川フアーム 464＋ 2 〃 ハナ 238．4�
12 マイネルストーク 牡2芦 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 498－ 42：03．51 66．5�
816 マイネルカグラ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 4 〃 ハナ 23．1�
713 ホワイトエーレ 牡2芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 ビッグレッドファーム 424± 0 〃 ハナ 231．0�
815 レアリアルノーヴ 牝2黒鹿54 江田 照男西田 順彦氏 伊藤 伸一 浦河 藤春 修二 476＋ 22：04．24 543．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 48，193，700円 複勝： 57，502，200円 枠連： 12，017，400円
馬連： 60，707，000円 馬単： 29，559，200円 ワイド： 55，076，600円
3連複： 87，535，000円 3連単： 103，614，700円 計： 454，205，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 140円 � 170円 枠 連（2－3） 590円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 210円 �� 390円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 4，580円

票 数

単勝票数 計 481937 的中 � 185566（1番人気）
複勝票数 計 575022 的中 � 153824（1番人気）� 100602（2番人気）� 70017（3番人気）
枠連票数 計 120174 的中 （2－3） 15644（1番人気）
馬連票数 計 607070 的中 �� 83082（1番人気）
馬単票数 計 295592 的中 �� 26976（1番人気）
ワイド票数 計 550766 的中 �� 76290（1番人気）�� 33679（3番人気）�� 20658（8番人気）
3連複票数 計 875350 的中 ��� 44134（2番人気）
3連単票数 計1036147 的中 ��� 16386（4番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．4―13．1―12．6―12．2―12．4―12．0―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―36．0―49．1―1：01．7―1：13．9―1：26．3―1：38．3―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．7
1
3
10，14，16（6，8）11（3，17）（4，12）5，7，13，15－2－9－1
10，14，16（6，8，17）11，3（12，5）（4，7，13）－15，2，9－1

2
4
10，14，16（6，8）11（3，17）（4，12）5，7，13，15－2－9－1
10（14，16，17）（6，8，11）（3，12，5）（4，7，13，9）2（15，1）

勝馬の
紹 介

ロジハービン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．11．13 福島2着

2019．3．23生 牡2鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ 2戦1勝 賞金 7，900，000円



3304312月12日 晴 良 （3中山5） 第4日 第7競走 ��
��1，800�2歳1勝クラス

発走13時05分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000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 ウェルカムニュース 牡2鹿 55 横山 武史吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：54．3 2．8�
78 セイルオンセイラー 牡2黒鹿55 石橋 脩橋元 勇氣氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 ハナ 7．6�
77 � フィフティシェビー 牡2鹿 55 北村 宏司長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米

Three Chimneys
Farm, LLC & Whis-
per Hill Farm, LLC

B490－ 21：54．61� 8．9�
33 カフジオクタゴン 牡2芦 55 三浦 皇成加藤 守氏 矢作 芳人 洞	湖 レイクヴィラファーム 536－ 41：54．81
 2．4�
55 コースタルテラス 牡2黒鹿55 荻野 極吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：55．01
 60．1�
66 フ ル オ ー ル 牡2鹿 55 石川裕紀人林 正道氏 斎藤 誠 日高 藤本ファーム 446＋ 6 〃 アタマ 9．3�
11 � トーセンエルドラド 牡2栗 55 江田 照男島川 	哉氏 田村 康仁 米 Mr. Takaya

Shimakawa 530＋ 61：55．85 61．2

44 ゼ ニ ッ ト 牡2黒鹿 55

52 ▲小林 脩斗福澤 真也氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 514＋ 61：56．65 128．3�
89 タイセイジャスパー 牡2栗 55 田辺 裕信田中 成奉氏 伊藤 圭三 新冠 カミイスタット 498＋ 8 〃 ハナ 29．8�
810 クリノメガミエース 牝2栗 54 菅原 明良栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日西牧場 482＋ 61：58．7大差 68．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 67，560，500円 複勝： 69，259，200円 枠連： 14，679，000円
馬連： 75，934，200円 馬単： 35，901，200円 ワイド： 58，913，700円
3連複： 103，164，900円 3連単： 162，029，300円 計： 587，442，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 190円 � 230円 枠 連（2－7） 530円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 290円 �� 510円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 10，290円

票 数

単勝票数 計 675605 的中 � 198830（2番人気）
複勝票数 計 692592 的中 � 176086（2番人気）� 87771（3番人気）� 62724（5番人気）
枠連票数 計 146790 的中 （2－7） 21228（3番人気）
馬連票数 計 759342 的中 �� 67454（3番人気）
馬単票数 計 359012 的中 �� 19784（3番人気）
ワイド票数 計 589137 的中 �� 57603（2番人気）�� 28785（6番人気）�� 17692（9番人気）
3連複票数 計1031649 的中 ��� 27188（10番人気）
3連単票数 計1620293 的中 ��� 11416（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．0―50．9―1：03．5―1：16．0―1：29．3―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウェルカムニュース �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．7．25 新潟7着

2019．4．19生 牡2鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ 4戦2勝 賞金 16，480，000円

3304412月12日 晴 良 （3中山5） 第4日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （芝・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
1：44．9
1：43．8

良
良

59 クライミングリリー 牝3鹿 54 横山 武史 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 464＋ 61：48．0 2．0�
12 カランドゥーラ 牡3鹿 56 三浦 皇成窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 494＋121：48．1� 14．3�
35 サンズオブタイム 牡3黒鹿56 大野 拓弥ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 21：48．73� 8．2�
815 ノーダブルディップ 牡3鹿 56 北村 宏司丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 552＋ 6 〃 クビ 17．7�
713 ヒットザシーン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 21：48．8クビ 20．6	
510 ア ラ ン デ ル 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 538＋ 4 〃 ハナ 4．3

612 エトワールマタン 牝3鹿 54 武藤 雅丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 444＋ 81：48．9� 26．6�
714 ア ク セ ル 牡3黒鹿56 松若 風馬中辻 明氏 小手川 準 様似 髙村 伸一 520± 0 〃 アタマ 52．0�
36 カナロアガール 牝5鹿 55 津村 明秀広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 496＋ 2 〃 クビ 125．2
23 スズロザーナ 牝5栗 55 江田 照男森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B448－121：49．0� 359．1�
611 スウィートブルーム 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム B436＋ 41：49．42� 20．4�
816 ホウオウサンデー 牡3鹿 56 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 クビ 28．3�
48 ヒナノコバン 牡4鹿 57

54 ▲永野 猛蔵日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 470＋101：49．5� 424．1�
47 ヒストリアノワール �3黒鹿56 荻野 極 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 432± 01：50．03 159．6�
11 ウインシュクラン 牡3栗 56 菅原 明良�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 21：50．42 59．0�
24 ゴ ル コ ン ダ �4鹿 57 石川裕紀人 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 558＋ 6 （競走中止） 15．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，248，000円 複勝： 73，777，100円 枠連： 19，429，000円
馬連： 83，217，400円 馬単： 33，621，700円 ワイド： 76，964，400円
3連複： 127，411，700円 3連単： 152，340，300円 計： 623，009，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 310円 � 180円 枠 連（1－5） 840円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 740円 �� 440円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 14，330円

票 数

単勝票数 計 562480 的中 � 216375（1番人気）
複勝票数 計 737771 的中 � 184180（1番人気）� 47074（4番人気）� 99258（3番人気）
枠連票数 計 194290 的中 （1－5） 17743（5番人気）
馬連票数 計 832174 的中 �� 34312（4番人気）
馬単票数 計 336217 的中 �� 9174（6番人気）
ワイド票数 計 769644 的中 �� 26434（4番人気）�� 48413（2番人気）�� 11448（21番人気）
3連複票数 計1274117 的中 ��� 21392（9番人気）
3連単票数 計1523403 的中 ��� 7705（29番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．2―12．0―11．8―12．1―12．0―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―36．7―48．7―1：00．5―1：12．6―1：24．6―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

クライミングリリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2020．11．1 東京8着

2018．3．16生 牝3鹿 母 コンテスティッド 母母 Gold Vault 4戦2勝 賞金 14，600，000円
〔競走中止〕 ゴルコンダ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 ゴルコンダ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年2月12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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヴァルガス号・ロジローズ号
（非抽選馬） 2頭 キヨラ号・ゴスホーククレスト号



3304512月12日 晴 良 （3中山5） 第4日 第9競走 ��1，800�チ バ テ レ 杯
発走14時05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
チバテレ杯（1着）

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 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
1：47．6

重
重

510 エクレルシー 牡3黒鹿56 菅原 明良�ノースヒルズ 栗田 徹 浦河 高野牧場 B498＋ 81：53．3 6．4�
713 ピ オ ノ ノ 牡4黒鹿57 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム B522＋ 21：53．72� 6．3�
816 トモジャリア 牡3黒鹿56 三浦 皇成吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 466＋ 21：53．8アタマ 2．3�
815 バルサミックムーン �4鹿 57 吉田 豊高橋 文男氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 508＋ 6 〃 クビ 11．3�
611 プエルタデルソル 牡7栗 57 戸崎 圭太前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 61：53．9クビ 13．0�
36 グラスデスティーノ 牡4鹿 57 津村 明秀半沢	 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B498＋12 〃 クビ 57．4

47 ヤマニンバンタジオ �7栗 57 勝浦 正樹土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 538＋ 21：54．11� 36．4�
24 マイネルタイムリー 牡3青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム B490＋ 81：54．52� 29．0�
59 ヴォートルエロー 牡4鹿 57 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 488＋ 41：54．71 28．9
48 ヴィクトリオーソ 牡4鹿 57 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 日高 賀張中川牧場 508＋ 21：55．02 81．0�
11 ア ヴ ァ ニ イ 牝4栗 55 永野 猛蔵 C．チェン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 502－ 4 〃 ハナ 168．8�
35 キョウエイパラスト 牡4栗 57 宮崎 北斗田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム B518＋ 61：55．31	 190．1�
612 マイネルイリャルギ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 522－ 21：55．4� 66．1�
714 スクリーンプロセス �3青鹿56 横山 武史 	社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 536－ 4 〃 ハナ 5．4�
23 グ ロ グ ラ ン 牝6栗 55 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 B492－ 4 〃 クビ 169．2�
12 ミヤビマドンナ 牝4鹿 55 松岡 正海村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 446＋121：55．82 84．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，732，500円 複勝： 73，937，500円 枠連： 22，807，600円
馬連： 107，234，300円 馬単： 40，766，800円 ワイド： 80，547，500円
3連複： 156，465，200円 3連単： 177，637，200円 計： 712，128，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 180円 � 130円 枠 連（5－7） 830円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 650円 �� 350円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 13，070円

票 数

単勝票数 計 527325 的中 � 65084（4番人気）
複勝票数 計 739375 的中 � 87931（4番人気）� 98707（3番人気）� 180525（1番人気）
枠連票数 計 228076 的中 （5－7） 21241（3番人気）
馬連票数 計1072343 的中 �� 43580（8番人気）
馬単票数 計 407668 的中 �� 8841（11番人気）
ワイド票数 計 805475 的中 �� 29448（8番人気）�� 61132（1番人気）�� 59929（2番人気）
3連複票数 計1564652 的中 ��� 66240（3番人気）
3連単票数 計1776372 的中 ��� 9851（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．1―50．0―1：02．7―1：14．9―1：27．4―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクレルシー �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．12．26 中山11着

2018．5．21生 牡3黒鹿 母 イ ソ シ ギ 母母 テ ン ド ラ ー 8戦3勝 賞金 33，506，000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 シュブリーム号・ブリッツェンシチー号

3304612月12日 晴 良 （3中山5） 第4日 第10競走 ��1，800�
じょうそう

常総ステークス
発走14時40分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

33 シングフォーユー 牝5鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 490＋ 21：48．4 5．5�
813 ホウオウエミーズ 牝4鹿 54 丸田 恭介小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 462＋201：48．5� 2．4�
710 アールクインダム 牝4黒鹿53 三浦 皇成前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 480＋ 21：48．6� 8．5�
56 ヴェイルネビュラ 牡3鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：48．7� 5．2�
11 レッドイグニス �8黒鹿53 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B464－ 4 〃 アタマ 92．3	
45 プリマヴィスタ 牡4栗 54 松岡 正海加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 2 〃 ハナ 83．3

69 ニシノカツナリ 牡5青鹿57 田辺 裕信西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 492＋10 〃 ハナ 8．7�
57 レッドルーヴル 牝5黒鹿51 荻野 極 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 462－ 41：48．8� 51．8�
812 モ ク レ レ �7黒鹿54 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 502－ 21：49．01� 17．6
22 コ コ ニ ア ル 牝4栗 52 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 8 〃 ハナ 18．9�
711 ジ ョ デ ィ ー 牝5鹿 52 吉田 豊小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：49．1クビ 37．5�
68 オパールシャルム 牝4栗 53 武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 484± 0 〃 クビ 17．5�
44 デクレアラー 牡6栗 53 丹内 祐次�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 61：49．31	 176．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 69，473，300円 複勝： 86，158，100円 枠連： 21，372，100円
馬連： 126，879，600円 馬単： 52，511，400円 ワイド： 95，011，100円
3連複： 179，872，200円 3連単： 224，381，500円 計： 855，659，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 140円 � 230円 枠 連（3－8） 700円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 360円 �� 730円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 10，660円

票 数

単勝票数 計 694733 的中 � 99726（3番人気）
複勝票数 計 861581 的中 � 125476（2番人気）� 200318（1番人気）� 77340（5番人気）
枠連票数 計 213721 的中 （3－8） 23558（2番人気）
馬連票数 計1268796 的中 �� 122541（1番人気）
馬単票数 計 525114 的中 �� 19225（5番人気）
ワイド票数 計 950111 的中 �� 72864（1番人気）�� 31554（8番人気）�� 47562（5番人気）
3連複票数 計1798722 的中 ��� 67309（3番人気）
3連単票数 計2243815 的中 ��� 15257（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．6―49．9―1：01．9―1：13．7―1：25．2―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．7
1
3
8－10（3，11）4（1，13）（5，9）2，12，7，6・（8，10，11）（3，12）4（1，13）（5，9）2（7，6）

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

勝馬の
紹 介

シングフォーユー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．11．17 東京4着

2016．2．22生 牝5鹿 母 シングライクバード 母母 シングライクトーク 24戦4勝 賞金 91，088，000円



3304712月12日 晴 良 （3中山5） 第4日 第11競走 ��
��1，200�第14回カペラステークス（ＧⅢ）

発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，2．12．12以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�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2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，2．12．11以前の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（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

24 � ダンシングプリンス 牡5鹿 56 三浦 皇成吉田 千津氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 524＋ 81：09．5 6．4�
11 � リュウノユキナ 牡6芦 57 石橋 脩蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B508－ 31：09．6	 4．0�
59 オメガレインボー 牡5栗 56 岩田 康誠原 
子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド B462＋ 21：10．02 10．8�
816� モズスーパーフレア 牝6栗 56 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC 494－12 〃 クビ 3．9�
36 スマートダンディー 牡7鹿 56 大野 拓弥大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 B504＋ 61：10．1クビ 13．1�
48 ロイヤルパールス 牡6鹿 56 宮崎 北斗ロイヤルパーク 池添 兼雄 日高 坂 牧場 522－ 4 〃 アタマ 73．8	
23 ア ポ ロ ビ ビ 牡5栗 56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 468＋ 4 〃 クビ 16．9

713 トウカイエトワール 牡4栗 56 石川裕紀人内村 正則氏 茶木 太樹 新ひだか 平野牧場 514＋221：10．31 91．2�
12 ゲンパチフォルツァ 牡3鹿 55 武藤 雅平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 518＋ 21：10．51� 35．7�
35 デュアリスト 牡3栗 55 戸崎 圭太 サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：10．71 8．3�
47 ミッキーワイルド 牡6鹿 56 田中 勝春野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 516＋ 41：10．8	 61．3�
714 ディサーニング 6鹿 56 横山 武史ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 2 〃 ハナ 23．5�
510 ヨ シ オ 牡8鹿 56 勝浦 正樹加藤 志明氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482－ 2 〃 アタマ 175．6�
612 ミスズグランドオー 牡3栗 55 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490＋ 21：11．22	 9．3�
611 メイショウテンスイ 牡4栗 56 江田 照男松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 520－121：11．3� 171．7�
815 ミッキーブリランテ 牡5鹿 56 菅原 明良野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－ 21：11．4	 52．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 183，593，600円 複勝： 239，855，500円 枠連： 81，720，700円
馬連： 500，918，500円 馬単： 171，737，900円 ワイド： 366，677，900円
3連複： 933，295，100円 3連単： 978，656，600円 計： 3，456，455，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 240円 � 170円 � 270円 枠 連（1－2） 830円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，160円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 16，910円

票 数

単勝票数 計1835936 的中 � 227108（3番人気）
複勝票数 計2398555 的中 � 245894（3番人気）� 435377（1番人気）� 207415（6番人気）
枠連票数 計 817207 的中 （1－2） 76175（1番人気）
馬連票数 計5009185 的中 �� 309531（2番人気）
馬単票数 計1717379 的中 �� 43394（5番人気）
ワイド票数 計3666779 的中 �� 188265（2番人気）�� 77110（15番人気）�� 160847（3番人気）
3連複票数 計9332951 的中 ��� 176158（6番人気）
3連単票数 計9786566 的中 ��� 41941（16番人気）

ハロンタイム 11．4―10．5―10．9―11．9―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．4―21．9―32．8―44．7―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダンシングプリンス �
�
父 パ ド ト ロ ワ �

�
母父 バブルガムフェロー

2016．5．17生 牡5鹿 母 リトルブレッシング 母母 サワヤカプリンセス 9戦5勝 賞金 112，520，000円
初出走 JRA

※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 スナークスター号・メイショウベンガル号

3304812月12日 晴 良 （3中山5） 第4日 第12競走 ��1，600�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
1：30．3
1：30．3

良
良

68 グ ル ア ー ブ 牝4鹿 55 石川裕紀人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 440± 01：34．0 22．0�

57 ワ ザ モ ノ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 81：34．21� 3．8�

22 アグリューム 牝5鹿 55 菅原 明良 �キャロットファーム 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋ 2 〃 アタマ 8．7�

69 ゲ バ ラ 牡5鹿 57 大野 拓弥 �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 482± 01：34．3� 12．7�

44 ゲンパチアイアン 牡4鹿 57
54 ▲横山 琉人平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 486＋ 41：34．51 33．6	

710 タイキスウォード 牡4栗 57 横山 武史�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 478＋ 4 〃 クビ 4．1

711 テンワールドレイナ 牝6栗 55 丹内 祐次天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 478－ 61：34．6クビ 151．5�
813 ソ ス ピ タ 牝4芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 452＋ 2 〃 クビ 19．4�
56 ミモザイエロー 牝5栗 55 三浦 皇成青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 472＋ 21：34．7� 50．8
11 エクレアスピード �5鹿 57 江田 照男李 柱坤氏 大和田 成 新冠 イワミ牧場 468＋ 21：34．8クビ 41．8�
812 イ ン ナ リ オ 牝3鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 クビ 3．1�
45 エメラルスター 牡7黒鹿57 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 460－ 81：35．33 213．9�
33 ドゥラモット 牝4黒鹿55 丸田 恭介合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：35．83 18．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 79，586，300円 複勝： 100，523，000円 枠連： 27，607，000円
馬連： 149，647，600円 馬単： 55，841，300円 ワイド： 112，134，900円
3連複： 205，701，900円 3連単： 253，912，600円 計： 984，954，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 440円 � 180円 � 250円 枠 連（5－6） 1，770円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 11，480円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，820円 �� 600円

3 連 複 ��� 8，900円 3 連 単 ��� 63，780円

票 数

単勝票数 計 795863 的中 � 28811（8番人気）
複勝票数 計1005230 的中 � 50211（8番人気）� 168185（3番人気）� 103941（4番人気）
枠連票数 計 276070 的中 （5－6） 12066（8番人気）
馬連票数 計1496476 的中 �� 33104（12番人気）
馬単票数 計 558413 的中 �� 3645（40番人気）
ワイド票数 計1121349 的中 �� 24483（12番人気）�� 15270（21番人気）�� 50352（6番人気）
3連複票数 計2057019 的中 ��� 17324（31番人気）
3連単票数 計2539126 的中 ��� 2886（215番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．8―11．5―11．6―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―35．8―47．3―58．9―1：10．5―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

グ ル ア ー ブ �
�
父 トーセンラー �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．12．7 中山3着

2017．5．21生 牝4鹿 母 タニノジュレップ 母母 タニノディオーネ 16戦3勝 賞金 39，130，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 エクレアスピード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 エクレアスピード号は，発走調教再審査。

３レース目



（3中山5）第4日 12月12日（日曜日） 晴一時曇 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 174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

247，620，000円
3，020，000円
29，580，000円
1，810，000円
29，210，000円
78，989，500円
5，647，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
760，182，300円
1，126，825，900円
257，748，800円
1，380，248，500円
570，103，600円
1，089，788，700円
2，222，275，200円
2，608，267，000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 10，015，440，000円

総入場人員 4，846名 （有料入場人員 3，829名）
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