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3307312月25日 曇 稍重 （3中山5） 第7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

11 サンマルクレイジー 牡2黒鹿55 松岡 正海相馬 勇氏 中野 栄治 日高 西野 春樹 412＋ 21：12．6 28．8�
36 キリシマタウン 牡2栗 55

52 ▲小林 脩斗西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 440＋ 21：12．7クビ 23．7�
816 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 494＋ 21：13．02 1．9�
510 キセキノセンシ 牡2黒鹿55 黛 弘人広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 428－ 2 〃 クビ 8．7�
59 ガーデンアイル 牝2栗 54 横山 武史 �サンデーレーシング 辻 哲英 安平 ノーザンファーム 468＋161：13．1� 4．0	
48 � フロムドーヴィル 牝2鹿 54 菅原 明良野村 茂雄氏 加藤士津八 仏 Mr Simon

Urizzi 446－ 81：13．2� 13．9

24 マサルイチバンボシ 牡2栗 55 石橋 脩山藤賢� 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 61：13．3クビ 23．8�
612 モ モ サ ン 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B496± 01：13．4� 16．2�
12 エ ン ベ ル ト 牡2栗 55 戸崎 圭太八嶋 長久氏 的場 均 新冠 イワミ牧場 436＋ 81：13．61� 20．6
714 アポロウェイラーズ 牝2栗 54

51 ▲横山 琉人アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 三輪 幸子 468－ 21：13．7クビ 201．5�
23 ルブアルハリ 牡2芦 55

53 △山田 敬士手嶋 康雄氏 小手川 準 新ひだか 佐竹 学 498－121：14．02 98．5�
815 タイキドラガルド 牡2鹿 55

52 ▲原 優介�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 496＋101：14．21� 47．9�

35 マオノソプデト 牝2鹿 54
53 ☆秋山 稔樹湯浅 健司氏 黒岩 陽一 様似 中脇 一幸 466－ 41：14．41� 32．5�

713 シュガーエンジェル 牝2黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 新ひだか 片山牧場 414＋ 81：15．88 419．7�
611 ペイシャアビイ 牝2鹿 54 武士沢友治北所 直人氏 的場 均 新ひだか 友田牧場 446＋ 41：16．01� 265．7�
47 チェーンリアクト 牡2黒鹿55 菅原 隆一�ヒダカファーム堀井 雅広 新ひだか ウエスタンファーム 448＋ 61：17．710 571．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，643，800円 複勝： 76，640，000円 枠連： 18，656，000円
馬連： 79，978，300円 馬単： 37，745，400円 ワイド： 75，496，300円
3連複： 132，131，000円 3連単： 135，883，500円 計： 604，174，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，880円 複 勝 � 430円 � 330円 � 120円 枠 連（1－3） 3，290円

馬 連 �� 12，480円 馬 単 �� 22，810円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 660円 �� 510円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 78，120円

票 数

単勝票数 計 476438 的中 � 13234（9番人気）
複勝票数 計 766400 的中 � 31039（8番人気）� 43935（5番人気）� 276355（1番人気）
枠連票数 計 186560 的中 （1－3） 4383（13番人気）
馬連票数 計 799783 的中 �� 4963（32番人気）
馬単票数 計 377454 的中 �� 1241（62番人気）
ワイド票数 計 754963 的中 �� 8781（23番人気）�� 29595（6番人気）�� 39846（3番人気）
3連複票数 計1321310 的中 ��� 16393（19番人気）
3連単票数 計1358835 的中 ��� 1261（247番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．4―12．0―12．4―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．1―46．1―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルクレイジー �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ワークフォース デビュー 2021．8．29 新潟6着

2019．5．21生 牡2黒鹿 母 ラフォンテロッソ 母母 エカルラート 4戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェーンリアクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月25日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アフォガート号・カガファクター号・シュバルツヴァイス号

3307412月25日 晴 稍重 （3中山5） 第7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

612 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± 01：55．6 2．7�

23 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± 01：56．55 16．8�

816 パラダイスレーン 牝2鹿 54 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494＋ 21：56．81� 51．7�

24 メイリトルラバー 牝2鹿 54 横山 和生千明牧場 水野 貴広 日高 千明牧場 460－ 21：57．12 6．3�
36 キ ガ サ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 シンカンファーム 430－ 61：57．2� 7．8	
59 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 476－ 61：57．51� 2．4

815 パルタージュ 牝2鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 伊藤 大士 新冠 新冠橋本牧場 442－101：57．6� 29．4�
11 ト レ ー ネ 牝2青鹿54 丸田 恭介永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 浦河 赤田牧場 466＋ 81：57．91� 129．8�
47 ノーブルグレイシャ 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人吉木 伸彦氏 武藤 善則 新ひだか 飛野牧場 472－101：58．0� 72．3
714 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± 0 〃 クビ 61．4�
611 コ ネ イ ブ ル 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗�テシオ 矢野 英一 浦河 大道牧場 446－161：58．1クビ 99．6�
35 ライドアクロス 牝2鹿 54 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 502－ 41：58．52 299．3�
12 ノースポール 牝2鹿 54

52 △山田 敬士松平 正樹氏 小桧山 悟 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 416－141：59．14 583．6�

713 シャンブレー 牝2芦 54 菅原 明良栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 438－141：59．41� 61．2�
510 ドリーマーイモン 牝2鹿 54 丹内 祐次井門 敏雄氏 松山 将樹 新ひだか 前田ファーム 454＋ 81：59．93 303．6�
48 アクアポリン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 448＋ 42：01．49 557．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，403，300円 複勝： 68，050，200円 枠連： 15，855，800円
馬連： 72，411，800円 馬単： 36，652，200円 ワイド： 66，451，100円
3連複： 111，144，000円 3連単： 129，072，500円 計： 553，040，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 320円 � 1，030円 枠 連（2－6） 570円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，760円 �� 6，070円

3 連 複 ��� 16，000円 3 連 単 ��� 45，960円

票 数

単勝票数 計 534033 的中 � 157559（2番人気）
複勝票数 計 680502 的中 � 192193（1番人気）� 46047（5番人気）� 11989（9番人気）
枠連票数 計 158558 的中 （2－6） 21494（2番人気）
馬連票数 計 724118 的中 �� 32925（6番人気）
馬単票数 計 366522 的中 �� 11746（8番人気）
ワイド票数 計 664511 的中 �� 29284（6番人気）�� 9519（15番人気）�� 2682（41番人気）
3連複票数 計1111440 的中 ��� 5208（42番人気）
3連単票数 計1290725 的中 ��� 2036（121番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．3―39．0―52．5―1：05．2―1：17．7―1：30．2―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．9
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

マリノプリエール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Tiger Hill デビュー 2021．9．4 新潟3着

2019．2．25生 牝2鹿 母 マ ー モ リ ー 母母 Moonlady 6戦1勝 賞金 10，180，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクアポリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月25日まで平地競走に

出走できない。

第５回 中山競馬 第７日



3307512月25日 晴 稍重 （3中山5） 第7日 第3競走 1，600�2歳未勝利
発走10時45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
1：33．4
1：32．3

良
良

23 ニシノメグレス 牝2黒鹿54 横山 和生西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 田上 徹 414＋ 21：36．9 3．3�
612 ブローザホーン 牡2鹿 55 田辺 裕信岡田 牧雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 426－ 81：37．0クビ 25．3�
11 ゴールデンヨシノ 牡2鹿 55 丸田 恭介清水 義德氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 442± 01：37．1� 32．8�
12 ア ル テ ラ 牡2芦 55 武士沢友治武田 茂男氏 深山 雅史 浦河 まるとみ冨岡牧場 414－101：37．2� 462．9�
35 シ ュ ホ 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 402± 01：37．3� 16．1�
59 ダイゴシンリュウ 牡2芦 55

54 ☆秋山 稔樹長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 436＋ 81：37．51� 31．4	
815 バ ラ ジ 牡2鹿 55 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 増本牧場 500＋ 6 〃 クビ 5．4

714 フクチャンクイーン 牝2黒鹿54 石川裕紀人福田 義明氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 420－ 21：37．6クビ 112．3�
48 リネンスイング 牡2黒鹿55 丸山 元気戸山 光男氏 粕谷 昌央 新冠 村上 進治 444－ 21：37．81� 495．8�
816 セッタレダスト 牡2黒鹿55 柴田 大知 ビッグレッドファーム 武藤 善則 浦河 北光牧場 476－101：38．01� 178．1�
24 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± 0 〃 クビ 17．8�
713 ル ナ ブ リ エ 牝2芦 54 菅原 明良池田 草龍氏 高橋 祥泰 新冠 上井農場 440＋ 2 〃 アタマ 43．7�
47 デコラシオン 牡2鹿 55 横山 武史 社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 492± 01：38．31� 2．0�
611 トップランク 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 谷藤 弘美 456＋121：38．4クビ 201．2�
510 ジュエリーノハナ 牝2黒鹿54 丹内 祐次井高 義光氏 清水 英克 新ひだか 乾 皆雄 414－ 21：38．5� 713．3�
36 シ ゲ ル ボ ス �2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵森中 蕃氏 小島 茂之 様似 中村 俊紀 472－ 61：38．6� 410．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，715，200円 複勝： 75，720，100円 枠連： 18，251，300円
馬連： 83，279，000円 馬単： 43，809，200円 ワイド： 77，619，700円
3連複： 127，779，100円 3連単： 163，123，800円 計： 646，297，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 450円 � 550円 枠 連（2－6） 3，120円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 960円 �� 4，800円

3 連 複 ��� 19，580円 3 連 単 ��� 87，920円

票 数

単勝票数 計 567152 的中 � 135549（2番人気）
複勝票数 計 757201 的中 � 195862（2番人気）� 35141（6番人気）� 28014（8番人気）
枠連票数 計 182513 的中 （2－6） 4524（9番人気）
馬連票数 計 832790 的中 �� 16506（12番人気）
馬単票数 計 438092 的中 �� 5733（19番人気）
ワイド票数 計 776197 的中 �� 16864（14番人気）�� 21355（9番人気）�� 4013（34番人気）
3連複票数 計1277791 的中 ��� 4893（51番人気）
3連単票数 計1631238 的中 ��� 1345（224番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―35．9―48．2―1：00．8―1：13．2―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

ニシノメグレス �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．9．12 中山2着

2019．4．24生 牝2黒鹿 母 ソリーソアンジェロ 母母 レンドフェリーチェ 3戦1勝 賞金 9，200，000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。
（非抽選馬） 3頭 キタノホマレボシ号・ビレッジライナー号・ベアクイーン号

3307612月25日 晴 稍重 （3中山5） 第7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

812� ポイズンアロウ 牡2栗 55 横山 武史長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Hinkle Farms 528＋ 81：55．5 2．6�
710 ア ウ グ ス ト 牡2鹿 55 石川裕紀人�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 506－ 41：56．24 3．2�
33 トーセンレガーロ 牡2栗 55 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B510＋ 61：57．26 14．8�
11 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 464－ 21：57．3� 41．0�
68 � ドリームアジェンダ 牝2鹿 54 北村 宏司 	シルクレーシング 栗田 徹 米 Profoal Part-

ners7，LLC 508± 01：57．4クビ 2．8

57 パワポケビー 牝2栗 54 江田 照男柳原 達也氏 中野 栄治 日高 佐々木 康治 496± 01：57．5� 99．0�
45 フォーウィンズ 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗小原準一郎氏 田島 俊明 浦河 上山牧場 466－ 41：58．67 16．7�
711 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± 01：58．92 77．4
44 マ ア イ ノ マ 牝2鹿 54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 アサヒ牧場 476＋161：59．0� 525．4�
813 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 478－ 81：59．21 424．0�
56 カ ラ ニ 牡2黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵助川 啓一氏 水野 貴広 日高 木村牧場 B520± 01：59．41 508．1�
69 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 490－ 2 〃 クビ 590．4�
22 ヴァインゲサン �2鹿 55

54 ☆秋山 稔樹西森 功氏 小笠 倫弘 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 486＋ 41：59．5クビ 39．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，022，300円 複勝： 62，526，100円 枠連： 13，862，200円
馬連： 79，677，500円 馬単： 42，927，200円 ワイド： 65，431，300円
3連複： 118，577，800円 3連単： 174，852，200円 計： 613，876，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 120円 � 200円 枠 連（7－8） 440円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 200円 �� 380円 �� 410円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 2，970円

票 数

単勝票数 計 560223 的中 � 170010（1番人気）
複勝票数 計 625261 的中 � 149459（2番人気）� 147983（3番人気）� 57154（4番人気）
枠連票数 計 138622 的中 （7－8） 23963（2番人気）
馬連票数 計 796775 的中 �� 165277（2番人気）
馬単票数 計 429272 的中 �� 47549（2番人気）
ワイド票数 計 654313 的中 �� 97200（2番人気）�� 40857（4番人気）�� 36282（5番人気）
3連複票数 計1185778 的中 ��� 98966（2番人気）
3連単票数 計1748522 的中 ��� 42641（6番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．2―13．7―12．3―12．4―13．1―13．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．9―51．6―1：03．9―1：16．3―1：29．4―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ポイズンアロウ �
�
父 Arrogate �

�
母父 Storm Cat デビュー 2021．7．24 函館7着

2019．3．31生 牡2栗 母 Crosswinds 母母 Flute 6戦1勝 賞金 9，150，000円



3307712月25日 晴 稍重 （3中山5） 第7日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時05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

713 ルージュエヴァイユ 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 452 ―1：50．6 6．8�
36 ヴァンガーズハート 牡2黒鹿55 横山 武史 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 510 ― 〃 ハナ 1．7�
11 ハピネスアゲン 牝2芦 54 江田 照男浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 富田牧場 442 ―1：50．91� 11．1�
510 スズノテレサ 牝2黒鹿54 菅原 明良小紫 嘉之氏 深山 雅史 千歳 社台ファーム 448 ―1：51．11� 33．9�
59 ラカンパネラ 牝2鹿 54 菊沢 一樹髙嶋 祐子氏 菊沢 隆徳 浦河 有限会社

吉田ファーム 390 ―1：51．52� 65．8	
612 シャイニングサン 牝2青鹿54 大野 拓弥吉田 千津氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 430 ― 〃 アタマ 9．7

816 デルマピュートーン 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵浅沼 廣幸氏 田島 俊明 日高 ファニーヒルファーム 476 ―1：51．6クビ 218．5�
47 エ ヴ ェ リ ン 牝2鹿 54 北村 宏司�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504 ― 〃 クビ 22．1�
815 ジョワメール 牡2鹿 55 横山 和生遠藤 裕之氏 伊坂 重信 日高 沖田牧場 442 ―1：51．7クビ 142．2
23 エスクルシオーネ 牝2鹿 54 吉田 豊中村 祐子氏 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 392 ― 〃 ハナ 79．0�
12 コスモシルバニア 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高木 登 新ひだか チャンピオンズファーム 432 ―1：52．23 58．2�
24 ステラグローリア 牡2栗 55

54 ☆秋山 稔樹平川 浩之氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 444 ―1：52．41� 260．9�
714 アスールパースト 牡2黒鹿55 原田 和真�アスール 伊藤 大士 日高 木村牧場 510 ―1：53．14 324．8�
48 ノーブルヴァレー 牝2鹿 54 石橋 脩吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 浦河 高村牧場 472 ―1：53．31� 19．8�
611 オフレッシュ 牡2鹿 55 田辺 裕信 K.S．ヤップ氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 500 ― 〃 ハナ 6．5�
35 コリーヴレッカン 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 本間 忍 浦河 ミルファーム 472 ― （競走中止） 316．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，395，300円 複勝： 63，382，400円 枠連： 19，700，200円
馬連： 74，420，200円 馬単： 43，587，900円 ワイド： 65，779，400円
3連複： 106，563，300円 3連単： 142，185，100円 計： 572，013，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 170円 � 110円 � 210円 枠 連（3－7） 600円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 300円 �� 890円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 12，100円

票 数

単勝票数 計 563953 的中 � 65826（3番人気）
複勝票数 計 633824 的中 � 77563（3番人気）� 228794（1番人気）� 53499（5番人気）
枠連票数 計 197002 的中 （3－7） 25036（2番人気）
馬連票数 計 744202 的中 �� 97749（2番人気）
馬単票数 計 435879 的中 �� 18915（5番人気）
ワイド票数 計 657794 的中 �� 60636（2番人気）�� 17101（10番人気）�� 40865（4番人気）
3連複票数 計1065633 的中 ��� 44193（3番人気）
3連単票数 計1421851 的中 ��� 8513（28番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．8―12．7―12．4―12．4―12．1―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．5―50．2―1：02．6―1：15．0―1：27．1―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3
4，10（3，11）6（2，12）（8，9）13（1，16）14，7＝（15，5）
4，10（3，11）（6，1）12（2，9，14）16（8，13）－7－15

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

勝馬の
紹 介

ルージュエヴァイユ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Frankel 初出走

2019．1．27生 牝2鹿 母 ナッシングバットドリームズ 母母 Danedream 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 コリーヴレッカン号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 ハピネスアゲン号の騎手江田照男は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番）

ヴァンガーズハート号の騎手横山武史は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について令和4年1月15日から令和4年1月
16日まで騎乗停止。

※エヴェリン号・コスモシルバニア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3307812月25日 晴 稍重 （3中山5） 第7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

815 ア ロ ー ワ ン 牡2鹿 55 津村 明秀鈴木 伸昭氏 鈴木 伸尋 新ひだか 城地牧場 494 ―1：54．3 4．9�
712 サバンナモンキー 牡2黒鹿55 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 476 ―1：56．3大差 5．0�
23 ヒメカミノイタダキ 牡2栗 55 菊沢 一樹國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 488 ―1：57．57 13．1�
58 コパノキャスター 牡2芦 55 石橋 脩小林 照弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 西村牧場 492 ―1：57．71 102．2�
47 グラフィティウォー 牡2黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵岡田 牧雄氏 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド 448 ―1：58．02 21．1�
35 ジュンバレット 牡2黒鹿55 田辺 裕信河合 純二氏 伊坂 重信 新冠 川上牧場 464 ―1：58．1� 27．6�
611 タイタンステップス 牡2鹿 55

54 ☆秋山 稔樹 	社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 542 ―1：59．16 4．1

22 パーペチュイティ 牡2鹿 55 内田 博幸ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B600 ―1：59．3� 28．0�
46 レオミネルバ 牝2栗 54 戸崎 圭太�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 478 ― 〃 ハナ 7．7
11 ブラストワンダー 牡2栗 55 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか サカイファーム 468 ―1：59．4� 14．7�
610 ヒ イ ア カ 牝2鹿 54

52 △山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 446 ―2：00．03� 52．6�

59 チ ェ ル キ オ 牡2鹿 55 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 鈴木慎太郎 新ひだか 棚川 光男 460 ―2：01．8大差 197．6�
814 モーリスマイナー 牡2鹿 55 菅原 明良�フクキタル 宮田 敬介 新冠 パカパカ

ファーム 524 ―2：01．9� 24．7�
34 シャトースウィフト 牡2鹿 55 大庭 和弥円城 幸男氏 蛯名 利弘 日高 坂戸 節子 472 ―2：03．49 118．6�
713 クロンマクノイズ 牡2鹿 55 横山 武史 	サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470 ― （競走中止） 7．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，203，100円 複勝： 62，848，800円 枠連： 19，429，000円
馬連： 75，137，700円 馬単： 32，338，100円 ワイド： 66，004，800円
3連複： 107，579，000円 3連単： 112，488，000円 計： 526，028，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 220円 � 310円 枠 連（7－8） 690円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 490円 �� 920円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 24，090円

票 数

単勝票数 計 502031 的中 � 81144（2番人気）
複勝票数 計 628488 的中 � 107665（1番人気）� 75796（3番人気）� 45472（6番人気）
枠連票数 計 194290 的中 （7－8） 21532（2番人気）
馬連票数 計 751377 的中 �� 46139（3番人気）
馬単票数 計 323381 的中 �� 8761（6番人気）
ワイド票数 計 660048 的中 �� 36754（2番人気）�� 18107（11番人気）�� 13223（15番人気）
3連複票数 計1075790 的中 ��� 15102（12番人気）
3連単票数 計1124880 的中 ��� 3385（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．0―51．2―1：04．0―1：16．7―1：29．3―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．6
1
3
15，12，11－7，3，13－10，14，5（4，6）9－8－1－2
15（12，11，3）＝7（10，6，8）－5，13，1－（14，2）－9，4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ロ ー ワ ン �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．4．24生 牡2鹿 母 エーシンミモザ 母母 モンタナガール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 クロンマクノイズ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェルキオ号・モーリスマイナー号・シャトースウィフト号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和4年1月25日まで平地競走に出走できない。



3307912月25日 晴 稍重 （3中山5） 第7日 第7競走 ��1，200�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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

714 タヤスゴールド 牡2栗 55 江田 照男横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 上山牧場 500± 01：11．0 2．0�
48 ウィンダミア 牡2鹿 55 丸山 元気広尾レース� 林 徹 新冠 パカパカ

ファーム 454－ 21：11．31� 22．2�
24 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± 01：11．83 17．0�
510 カブラヤジョウ 牝2鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 450－ 21：12．11� 30．6�
36 ヴォルケニック 牡2栗 55 大野 拓弥ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋10 〃 クビ 9．5�
23 ナックドロップス 牝2鹿 54 野中悠太郎小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 466± 01：12．41� 77．9	
35 ボルタドマール 牡2鹿 55

52 ▲小林 脩斗今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 522－ 4 〃 ハナ 26．4

47 パスポートチェック 牡2栗 55

52 ▲永野 猛蔵ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 508± 01：12．61� 12．3�

611 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 476－ 6 〃 ハナ 185．3�
12 アポロリヤム 牡2青 55 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 456＋181：13．02� 12．0
713 ダイチラファール 牡2黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 434＋ 61：13．1� 86．4�
59 � ケルンコンサート 牡2芦 55 内田 博幸風早 信昭氏 森 秀行 米 Buck Pond

Farm Inc. 464± 01：13．2クビ 9．4�
815� メイプルシスター 牝2黒鹿54 北村 宏司節 英司氏 南田美知雄 新冠 川上 悦夫 460＋ 41：13．3� 438．3�
612 トウカイファクター 牡2青鹿55 丹内 祐次内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 466＋ 2 〃 クビ 67．1�
11 オーロベルディ 牝2鹿 54 宮崎 北斗ロイヤルパーク 池添 兼雄 新ひだか 仲野牧場 478＋ 41：13．61� 89．6�
816� フロイトセンス 牡2鹿 55 横山 和生林 正道氏 清水 久詞 米 Final Furlong

Racing Stable 502－ 61：17．0大差 6．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 78，351，200円 複勝： 106，094，700円 枠連： 23，637，100円
馬連： 115，356，600円 馬単： 50，045，600円 ワイド： 108，396，100円
3連複： 178，481，700円 3連単： 191，743，100円 計： 852，106，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 420円 � 310円 枠 連（4－7） 820円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 740円 �� 810円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 28，230円

票 数

単勝票数 計 783512 的中 � 305802（1番人気）
複勝票数 計1060947 的中 � 288534（1番人気）� 50465（8番人気）� 72933（6番人気）
枠連票数 計 236371 的中 （4－7） 22135（3番人気）
馬連票数 計1153566 的中 �� 48401（6番人気）
馬単票数 計 500456 的中 �� 14608（8番人気）
ワイド票数 計1083961 的中 �� 38676（6番人気）�� 35097（7番人気）�� 10117（33番人気）
3連複票数 計1784817 的中 ��� 15665（25番人気）
3連単票数 計1917431 的中 ��� 4924（71番人気）

ハロンタイム 11．6―10．5―10．8―11．7―12．3―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．1―32．9―44．6―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F38．1
3 14－（1，13）（4，5，7）16（3，10）－12（6，8）－9－（2，15）11 4 14＝（4，1）（10，13，5）7，3（6，8）16（9，12）－2－15，11
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

タヤスゴールド �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．9．26 中山1着

2019．3．5生 牡2栗 母 ラブレインボー 母母 キスミークイック 3戦2勝 賞金 14，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フロイトセンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月25日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アーサーテソーロ号・エムティゲラン号

3308012月25日 晴 稍重 （3中山5） 第7日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時35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

815 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 460－ 41：11．1 2．4�
59 マイヨアポア 牝3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 456－121：11．2� 3．8�
11 �� デュアルキャリアー 牡5鹿 57 菅原 明良ライオンレースホース� 加藤士津八 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 550－ 81：11．41 10．8�
713 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 478＋ 41：11．5クビ 7．8	
611 スイートカルデア 牝3鹿 54 横山 武史�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 474＋16 〃 クビ 6．1

612� シ ュ ロ ス 牡5栗 57

54 ▲原 優介嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 514＋ 41：11．7	 91．2�
36 キョシンタンカイ 牡4黒鹿57 内田 博幸國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 522＋ 41：11．91� 39．5�
12 クレマチステソーロ 牝3鹿 54 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 勢司 和浩 新ひだか 幌村牧場 472＋ 4 〃 ハナ 16．9
816� トミケンプロズバ 牡5栗 57 武士沢友治杉山 元洋氏 古賀 史生 新ひだか 大滝 康晴 486－121：12．53� 308．7�
510 ブルーコーラル 牝5栗 55 丹内 祐次 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 B438＋ 21：12．6� 117．1�
48 チアフルローズ 牝5青鹿55 石川裕紀人ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 470－141：12．7クビ 19．6�
714� サクラシャムロック 牡4鹿 57

54 ▲永野 猛蔵�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 488＋ 6 〃 クビ 95．5�
24 ジョイライド 牡3栗 56 松岡 正海グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 504＋ 21：13．23 645．8�
35 エアダンルース 牡4栗 57 浜中 俊 �ラッキーフィールド大竹 正博 千歳 社台ファーム 542－ 21：13．3クビ 58．0�
23 スズカビーチ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B472＋ 8 〃 クビ 513．3�
47 � アロングショット 牡6鹿 57

54 ▲横山 琉人藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B460＋101：13．61	 490．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 68，859，700円 複勝： 89，607，000円 枠連： 21，607，700円
馬連： 121，494，300円 馬単： 51，586，500円 ワイド： 98，845，600円
3連複： 167，336，600円 3連単： 203，089，900円 計： 822，427，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 160円 � 260円 枠 連（5－8） 510円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 290円 �� 590円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 8，100円

票 数

単勝票数 計 688597 的中 � 228875（1番人気）
複勝票数 計 896070 的中 � 246024（1番人気）� 140930（2番人気）� 65669（5番人気）
枠連票数 計 216077 的中 （5－8） 32432（1番人気）
馬連票数 計1214943 的中 �� 159052（1番人気）
馬単票数 計 515865 的中 �� 36547（2番人気）
ワイド票数 計 988456 的中 �� 98439（2番人気）�� 40765（6番人気）�� 38401（7番人気）
3連複票数 計1673366 的中 ��� 67952（4番人気）
3連単票数 計2030899 的中 ��� 18175（12番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．2―12．0―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．7―45．7―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターリングワース �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2020．6．13 東京3着

2018．1．21生 牝3鹿 母 スターシップトラッフルズ 母母 Bobbie Use 8戦2勝 賞金 22，070，000円
※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 フライオールデイズ号



3308112月25日 晴 稍重 （3中山5） 第7日 第9競走 ��1，200�ノ エ ル 賞
発走14時05分 （芝・右・外）

3歳以上，1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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000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
1：06．7
1：06．0

良
良

24 サニーオーシャン 牡3鹿 56 田辺 裕信海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 462＋121：09．3 8．6�
48 ショウナンラスボス 牡3栗 56 横山 武史国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 474＋12 〃 アタマ 2．0�
47 アドマイヤアリエル 牝4鹿 55 石川裕紀人近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：09．51 16．4�
23 アイワナビリーヴ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 490＋161：09．6� 6．4�
713 シュルルヴァン 牝4青鹿55 大野 拓弥街風 �雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 468－ 2 〃 クビ 18．0	
815� ゴスホーククレスト 牡3鹿 56 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B508－ 41：09．81� 6．6

510� ハッピーペコ 牝4栗 55 小林 凌大 �ローレルレーシング 鈴木 伸尋 新冠 ハクツ牧場 410＋ 21：10．01� 140．6�
612� アウトレイジング 牡3青鹿56 丹内 祐次三浦 勝仁氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 422－ 61：10．1� 36．1�
11 ミーハディビーナ 牝4青鹿55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 440－ 4 〃 クビ 50．9
36 ナンヨーローズ 牡3黒鹿56 柴田 大知中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 460＋ 81：10．2	 12．1�
714 ダイイチターミナル 牡7鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 472＋ 81：10．3� 278．5�
611 シ シ オ ウ 
7鹿 57 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 棚川 光男 488＋ 21：10．51� 58．6�
35 � クリノサンシャイン 牝4鹿 55 菅原 明良栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 442＋101：10．71 116．3�
59 � ハ ニ ー リ ン 牝4鹿 55 秋山 稔樹西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 482－ 2 〃 アタマ 22．5�
12 メイクアンシー 牡5青鹿57 原 優介チームユッキレーシング 小手川 準 日高 広富牧場 476＋ 6 〃 クビ 71．2�
816 レッドヴェイパー 牝4鹿 55 内田 博幸 �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 430＋ 61：11．76 121．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，246，400円 複勝： 69，611，800円 枠連： 29，872，800円
馬連： 117，994，300円 馬単： 46，992，600円 ワイド： 85，488，300円
3連複： 165，103，000円 3連単： 187，048，400円 計： 755，357，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 200円 � 120円 � 300円 枠 連（2－4） 270円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，250円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 16，020円

票 数

単勝票数 計 532464 的中 � 49252（4番人気）
複勝票数 計 696118 的中 � 78754（2番人気）� 213782（1番人気）� 42548（6番人気）
枠連票数 計 298728 的中 （2－4） 82902（1番人気）
馬連票数 計1179943 的中 �� 131014（1番人気）
馬単票数 計 469926 的中 �� 16572（5番人気）
ワイド票数 計 854883 的中 �� 68469（1番人気）�� 15986（14番人気）�� 40145（5番人気）
3連複票数 計1651030 的中 ��� 43544（5番人気）
3連単票数 計1870484 的中 ��� 8463（31番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．3―11．6―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．8―45．4―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．5
3 15（7，8）（3，10，11）13，4（1，5，16）2，9，14，12，6 4 15，7（3，8，11，13）（1，10，4）－（2，16）（9，5）（14，6）12

勝馬の
紹 介

サニーオーシャン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 バ ゴ デビュー 2020．10．4 中山2着

2018．4．30生 牡3鹿 母 ヨドノグレイス 母母 ハ ナ マ ル 12戦2勝 賞金 27，817，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 クリノサンシャイン号の騎手菅原明良は，3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：9番・12番・16
番）

3308212月25日 晴 稍重 （3中山5） 第7日 第10競走
第144回農林水産省賞典

��4，100�中 山 大 障 害（Ｊ・ＧⅠ）
発走14時45分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳61�4歳以上63�，牝馬2�
減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 66，000，000円 26，000，000円 17，000，000円 9，900，000円 6，600，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード4：36．1良

33 オジュウチョウサン 牡10鹿 63 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 510± 04：46．6 3．3�
610 ブラゾンダムール 牡6黒鹿63 西谷 誠�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 480－ 24：47．13 116．6�
22 レオビヨンド 牡5鹿 63 植野 貴也�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 498＋ 24：48．05 7．9�
45 ラヴアンドポップ 牡8鹿 63 白浜 雄造ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 64：48．31� 6．3�
813 ビレッジイーグル 牡4黒鹿63 大江原 圭村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 514＋ 24：48．4� 90．1�
46 � マイネルプロンプト �9黒鹿63 森 一馬岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 478－ 64：48．93 30．3	
34 タガノエスプレッソ 牡9鹿 63 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 64：49．0クビ 2．0

57 	 アサクサゲンキ �6鹿 63 熊沢 重文田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

476± 04：49．74 16．5�
814 シンキングダンサー �8栗 63 草野 太郎佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 468± 04：49．91
 75．8�
711� キタノテイオウ 牡6黒鹿63 小野寺祐太了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 448－ 84：50．32� 303．7
58 アースドラゴン 牡5鹿 63 蓑島 靖典松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 492± 0 〃 アタマ 261．3�
712 ハルキストン 牡6鹿 63 難波 剛健若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 472± 04：51．04 147．2�
69 ベイビーステップ 牡7鹿 63 伴 啓太大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 488± 04：51．53 20．1�
11 ブルーガーディアン 牡9黒鹿63 上野 翔 �YGGホースクラブ 鈴木慎太郎 新ひだか 加野牧場 476＋ 24：52．77 283．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 138，205，800円 複勝： 131，716，700円 枠連： 54，474，000円
馬連： 261，535，600円 馬単： 129，244，500円 ワイド： 169，124，600円
3連複： 457，252，900円 3連単： 768，183，100円 計： 2，109，737，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 190円 � 1，710円 � 260円 枠 連（3－6） 1，130円

馬 連 �� 18，480円 馬 単 �� 23，340円

ワ イ ド �� 4，790円 �� 570円 �� 5，480円

3 連 複 ��� 26，480円 3 連 単 ��� 163，900円

票 数

単勝票数 計1382058 的中 � 326787（2番人気）
複勝票数 計1317167 的中 � 212592（2番人気）� 15487（10番人気）� 137329（4番人気）
枠連票数 計 544740 的中 （3－6） 37219（5番人気）
馬連票数 計2615356 的中 �� 10968（27番人気）
馬単票数 計1292445 的中 �� 4152（44番人気）
ワイド票数 計1691246 的中 �� 8719（32番人気）�� 82561（5番人気）�� 7602（36番人気）
3連複票数 計4572529 的中 ��� 12948（52番人気）
3連単票数 計7681831 的中 ��� 3398（281番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 52．3－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡10鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：28戦17勝 賞金 839，087，000円
〔発走状況〕 ブルーガーディアン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 アースドラゴン号の騎手蓑島靖典は，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。



3308312月25日 晴 稍重 （3中山5） 第7日 第11競走 ��2，500�グレイトフルステークス
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，2．12．26以降3．12．19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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

22 ヴェローチェオロ 牡3栗 54 戸崎 圭太大野 剛嗣氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 480＋102：34．0 2．3�
810 サトノラディウス �5鹿 56 横山 和生 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488＋142：34．11 6．9�
33 レティキュール 牝5鹿 53 横山 武史 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 456± 02：34．2クビ 6．1�
77 ウシュバテソーロ 牡4鹿 54 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 520± 02：34．3� 13．6�
66 バイマイサイド 牡6栗 55 内田 博幸�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム B480－122：34．4� 44．0	
44 ロードトゥフェイム 牡3鹿 53 菅原 明良岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 42：34．5クビ 3．3

89 ダノングロワール 牡4栗 55 田辺 裕信�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506＋ 62：34．6� 14．7�
55 ゼ ー ゲ ン 牡6青鹿55 大野 拓弥�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436± 02：35．02� 32．7�
11 エクセレントミスズ 牡8鹿 50 江田 照男永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 462－142：35．63� 65．5
78 ニューポート 牡5黒鹿53 津村 明秀馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 460－ 22：36．34 118．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 103，057，100円 複勝： 104，849，300円 枠連： 41，393，700円
馬連： 250，230，100円 馬単： 112，383，000円 ワイド： 152，502，500円
3連複： 351，633，000円 3連単： 604，708，600円 計： 1，720，757，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 160円 � 150円 枠 連（2－8） 620円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 310円 �� 280円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 4，280円

票 数

単勝票数 計1030571 的中 � 352989（1番人気）
複勝票数 計1048493 的中 � 279313（1番人気）� 152116（4番人気）� 159849（3番人気）
枠連票数 計 413937 的中 （2－8） 50973（2番人気）
馬連票数 計2502301 的中 �� 252044（3番人気）
馬単票数 計1123830 的中 �� 68291（4番人気）
ワイド票数 計1525025 的中 �� 126764（4番人気）�� 144118（2番人気）�� 76629（6番人気）
3連複票数 計3516330 的中 ��� 226377（3番人気）
3連単票数 計6047086 的中 ��� 102220（9番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―18．7―31．0―43．4―55．5―1：08．0―1：21．1―1：33．8―1：46．1―1：58．5―2：10．4―2：21．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴェローチェオロ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．8．30 札幌1着

2018．3．29生 牡3栗 母 プレシャスライフ 母母 スターマイライフ 13戦4勝 賞金 74，821，000円

3308412月25日 曇 稍重 （3中山5） 第7日 第12競走 ��1，600�クリスマスカップ
発走16時00分 （芝・右・外）

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

48 ソウルラッシュ 牡3黒鹿56 浜中 俊石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 B494－ 41：34．1 2．1�
510 ウインシャーロット 牝3鹿 54 石川裕紀人�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 498＋ 81：34．2� 6．4�
816 ビューティフルデイ 牝3鹿 54 菅原 明良�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 21：34．83� 8．9�
24 イズンシーラブリー 牝3鹿 54 横山 武史諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 422－ 6 〃 ハナ 5．7�
12 アオイシンゴ �7芦 57 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 506＋ 61：35．12 31．6�
815 モ ー ベ ッ ト 牝4栗 55 北村 宏司 	シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 484＋ 6 〃 ハナ 23．4

612 ワ ザ モ ノ 牡3鹿 56 黛 弘人 �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± 01：35．2� 29．5�
713 テ ン バ ガ ー 牡3鹿 56 石橋 脩�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 514－101：35．41� 10．5�
23 イルヴェントデーア 牝5鹿 55 秋山 稔樹 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト
クラブ 464－ 21：35．5� 74．2

714 アラビアンナイト 牝3青鹿54 戸崎 圭太 Him Rock Racing
ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 442＋ 21：35．6クビ 31．4�

611 スペシャルドラマ 牡3鹿 56 丸山 元気大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：35．71 48．5�
35 バルドルブレイン 牡3鹿 56 横山 和生エンジェルレーシング� 田村 康仁 えりも エクセルマネジメント 500± 01：36．02 20．0�
11 クインズサン 牡8青 57 野中悠太郎 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 浦河 日進牧場 476＋201：36．1クビ 85．0�
36 ディープハーモニー 牡4黒鹿57 菊沢 一樹深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 500＋18 〃 アタマ 189．3�
59 ヘイワノツカイ 牡5栗 57 田辺 裕信星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 462－ 21：36．42 96．5�
47 ラインオブダンス 牝4黒鹿55 津村 明秀�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 21：36．6	 268．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 120，069，800円 複勝： 163，007，700円 枠連： 49，666，500円
馬連： 238，363，600円 馬単： 91，624，700円 ワイド： 189，426，100円
3連複： 387，163，100円 3連単： 412，715，100円 計： 1，652，036，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 190円 � 200円 枠 連（4－5） 1，070円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 380円 �� 440円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 7，280円

票 数

単勝票数 計1200698 的中 � 442065（1番人気）
複勝票数 計1630077 的中 � 390631（1番人気）� 197492（3番人気）� 183558（4番人気）
枠連票数 計 496665 的中 （4－5） 35835（5番人気）
馬連票数 計2383636 的中 �� 222623（1番人気）
馬単票数 計 916247 的中 �� 56675（1番人気）
ワイド票数 計1894261 的中 �� 131677（1番人気）�� 111125（3番人気）�� 59315（7番人気）
3連複票数 計3871631 的中 ��� 122793（2番人気）
3連単票数 計4127151 的中 ��� 41095（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―35．0―46．7―58．6―1：10．5―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

ソウルラッシュ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．12．13 中京1着

2018．3．28生 牡3黒鹿 母 エターナルブーケ 母母 キャットアリ 8戦3勝 賞金 32，550，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 テンワールドレイナ号・レッドライデン号



（3中山5）第7日 12月25日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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

302，590，000円
8，210，000円
27，690，000円
2，020，000円
35，840，000円
78，078，500円
6，588，500円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
882，173，000円
1，074，054，800円
326，406，300円
1，569，879，000円
718，936，900円
1，220，565，800円
2，410，744，500円
3，225，093，300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 11，427，853，600円

総入場人員 5，116名 （有料入場人員 4，171名）
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