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00001 1月5日 晴 良 （4中山1） 第1日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

815 ニ シ ノ ア ナ 牝3鹿 54
51 ▲横山 琉人西山 茂行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 456＋ 41：12．5 6．8�

510 トラストパッキャオ 牝3栗 54 菅原 明良菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 松浦牧場 458＋ 2 〃 クビ 57．2�
24 マイネルシトラス 牡3栗 56 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 518－ 2 〃 クビ 3．7�
12 ピ カ リ エ 牝3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 486＋ 61：12．81� 16．0�
816 ブラッドライン 牡3黒鹿56 M．デムーロ前原 敏行氏 伊藤 大士 新冠 村田牧場 478－ 21：13．22� 10．0�
48 デザートサファリ 牡3黒鹿56 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 平取 船越 伸也 470－ 41：13．41 6．3	
59 ニシノスーベニア 牡3黒鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 日高 西山牧場 536＋281：13．71� 14．3

611 ペルペテュエル 牡3鹿 56 戸崎 圭太落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 モリナガファーム B472± 0 〃 クビ 6．2�
47 アイアムラベンダー 牝3鹿 54 松岡 正海堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 462－ 21：13．9� 10．7�
36 オールフラッグ 牡3芦 56 横山 武史 キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 478＋10 〃 クビ 12．6�
11 サ ノ プ リ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 424＋ 61：14．0� 258．1�
714 ヤマタケコーチャン 牡3黒鹿56 丸田 恭介山中 和子氏 萱野 浩二 日高 船越牧場 444＋ 21：14．21� 239．2�
35 キタノドーベル 牝3黒鹿54 武士沢友治北所 直人氏 深山 雅史 日高 戸川牧場 448－ 21：14．41 273．2�
713 アイスケイブ 牝3青鹿54 三浦 皇成 シルクレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 432＋101：14．5� 25．3�
612 ミュージアムピース 牡3鹿 56 黛 弘人ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 464＋241：15．35 67．9�
23 コンセプシオン 牝3鹿 54 斎藤 新 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 水野 貴広 新ひだか 静内フアーム 528＋ 41：16．04 32．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，337，500円 複勝： 66，097，100円 枠連： 18，654，500円
馬連： 85，917，000円 馬単： 30，284，300円 ワイド： 80，207，300円
3連複： 138，914，100円 3連単： 122，760，500円 計： 583，172，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 210円 � 1，600円 � 170円 枠 連（5－8） 2，680円

馬 連 �� 31，040円 馬 単 �� 46，070円

ワ イ ド �� 6，890円 �� 660円 �� 5，640円

3 連 複 ��� 46，240円 3 連 単 ��� 338，400円

票 数

単勝票数 計 403375 的中 � 47248（4番人気）
複勝票数 計 660971 的中 � 88233（3番人気）� 7645（13番人気）� 129092（1番人気）
枠連票数 計 186545 的中 （5－8） 5387（13番人気）
馬連票数 計 859170 的中 �� 2145（61番人気）
馬単票数 計 302843 的中 �� 493（108番人気）
ワイド票数 計 802073 的中 �� 2888（58番人気）�� 33478（4番人気）�� 3538（50番人気）
3連複票数 計1389141 的中 ��� 2253（131番人気）
3連単票数 計1227605 的中 ��� 263（830番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．8―12．1―12．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．8―46．9―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニ シ ノ ア ナ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．7．3 福島8着

2019．3．3生 牝3鹿 母 レッドセイリング 母母 チャールストンハーバー 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 ピカリエ号の騎手伊藤工真は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

ピカリエ号の騎手伊藤工真は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔その他〕 コンセプシオン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コンセプシオン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年2月5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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヒナゲシ号
（非抽選馬） 2頭 カガファクター号・シュバルツヴァイス号

00002 1月5日 晴 良 （4中山1） 第1日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

11 シンボリックレルム 牝3黒鹿54 団野 大成吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 484＋ 61：56．6 15．1�
48 タマモタップダンス 牝3栗 54

51 ▲永野 猛蔵タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 490－ 2 〃 アタマ 1．5�
510 ハッピーバレー 牝3鹿 54 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 462± 01：56．92 8．5�
612 フジシラユキヒメ 牝3芦 54 菅原 明良�フジレーシング 尾形 和幸 新冠 村上 進治 474－ 21：57．11� 17．1�
816 レオミネルバ 牝3栗 54 津村 明秀�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 482＋ 41：57．2クビ 92．4	
714 ノーブルグレイシャ 牝3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± 01：57．62� 72．1

611 ニ ケ テ ア 牝3芦 54

51 ▲小林 凌大エースレーシング 武井 亮 厚真 阿部 栄乃進 B456＋101：57．81� 198．1�
12 ジョブックフィオリ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 434＋ 41：58．11� 207．1�
23 トゥザヒロイン 牝3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 522＋ 21：58．2クビ 7．6
47 ニシノカケハシ 牝3芦 54 丹内 祐次西山 茂行氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 454－ 41：58．62� 102．2�
713 アメカテソーロ 牝3栗 54 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 リョーケンファー
ム株式会社 470＋ 21：59．23� 21．3�

59 アコークロー 牝3鹿 54 池添 謙一�G1レーシング 大竹 正博 安平 追分ファーム 484＋ 6 〃 アタマ 24．2�
815 サクセスソング 牝3鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 442＋ 21：59．3� 216．0�
36 カゼノカケハシ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 青森 野々宮牧場 398－ 41：59．93� 121．2�
35 ミ ニ ョ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗落合 幸弘氏 矢野 英一 浦河 富田牧場 446－ 42：02．4大差 16．3�
24 フォーウィンズ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹小原準一郎氏 田島 俊明 浦河 上山牧場 464－ 2 （競走中止） 137．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，376，500円 複勝： 82，897，000円 枠連： 14，424，300円
馬連： 59，584，600円 馬単： 31，968，400円 ワイド： 60，204，300円
3連複： 92，737，600円 3連単： 118，620，200円 計： 496，812，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 280円 � 110円 � 220円 枠 連（1－4） 860円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，710円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 21，660円

票 数

単勝票数 計 363765 的中 � 19190（4番人気）
複勝票数 計 828970 的中 � 33149（6番人気）� 496725（1番人気）� 46175（3番人気）
枠連票数 計 144243 的中 （1－4） 12970（4番人気）
馬連票数 計 595846 的中 �� 43435（5番人気）
馬単票数 計 319684 的中 �� 6812（12番人気）
ワイド票数 計 602043 的中 �� 29578（5番人気）�� 8161（18番人気）�� 48430（2番人気）
3連複票数 計 927376 的中 ��� 26240（7番人気）
3連単票数 計1186202 的中 ��� 3970（62番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―13．2―13．2―12．7―12．7―13．0―13．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―38．0―51．2―1：03．9―1：16．6―1：29．6―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンボリックレルム �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．6．19 東京16着

2019．2．4生 牝3黒鹿 母 レッツサッチャー 母母 モスフロックス 5戦1勝 賞金 6，220，000円
〔発走状況〕 アコークロー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 フォーウィンズ号は，競走中に疾病〔左第3中手骨粉砕骨折〕を発症し，1コーナーで騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アコークロー号は，令和4年1月6日から令和4年1月26日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔その他〕 ミニョン号は，1コーナーで競走を中止した馬の影響を受けたため，「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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミギーフェイス号

第１回 中山競馬 第１日



00003 1月5日 晴 良 （4中山1） 第1日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

35 クアトロマジコ 牡3鹿 56 横山 和生大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 522＋ 41：56．2 4．3�
47 ケイティマジック 牡3鹿 56 菊沢 一樹瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 フクオカファーム 482＋ 81：56．51� 278．8�
611 インペラートル 牡3鹿 56 戸崎 圭太藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 516＋ 6 〃 ハナ 1．7�
815 オセアレジェンド 牡3青 56 団野 大成 IHR 田村 康仁 むかわ 上水牧場 484＋ 41：56．6� 15．9�
58 キージュピター 牡3鹿 56 丹内 祐次北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 502＋ 81：57．13� 37．2�
712 セイウンフィーバー 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中山 高鹿康 436＋ 41：57．62� 54．0�
713 ウ ロ ボ ン 牡3黒鹿56 菅原 明良井山 登氏 武井 亮 むかわ 市川牧場 B460＋ 2 〃 アタマ 7．2	
46 パワーエンブレム 牡3鹿 56 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 B502－ 41：57．7クビ 18．3�
610 インパチェンス 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 492＋ 41：58．23 11．7�
11 パフオブウインド 牡3栗 56

54 △山田 敬士西森 功氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 474＋ 41：58．3� 42．9
814 テンオーケオー 牡3栗 56 松岡 正海天白 泰司氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 530＋ 21：58．83 56．7�
22 テイエムクロマル 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 492＋101：59．22� 310．2�
59 シゲルキリン 牡3芦 56

53 ▲横山 琉人森中 蕃氏 田中 清隆 新ひだか グローリーファーム 526＋ 22：00．47 164．4�
23 ハウドベルク 牡3栗 56 武士沢友治西森 功氏 古賀 史生 日高 宝寄山 拓樹 480± 02：00．93 330．3�
34 パラチェーン 牡3鹿 56 木幡 初也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 444＋ 82：01．22 559．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，018，000円 複勝： 60，957，300円 枠連： 14，346，500円
馬連： 70，288，200円 馬単： 36，012，300円 ワイド： 67，692，200円
3連複： 114，367，900円 3連単： 142，443，600円 計： 550，126，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 2，620円 � 110円 枠 連（3－4） 2，750円

馬 連 �� 63，780円 馬 単 �� 82，850円

ワ イ ド �� 11，540円 �� 180円 �� 8，280円

3 連 複 ��� 24，950円 3 連 単 ��� 224，010円

票 数

単勝票数 計 440180 的中 � 81436（2番人気）
複勝票数 計 609573 的中 � 119033（2番人気）� 2569（13番人気）� 242789（1番人気）
枠連票数 計 143465 的中 （3－4） 4033（9番人気）
馬連票数 計 702882 的中 �� 854（53番人気）
馬単票数 計 360123 的中 �� 326（88番人気）
ワイド票数 計 676922 的中 �� 1223（52番人気）�� 131051（1番人気）�� 1708（45番人気）
3連複票数 計1143679 的中 ��� 3437（52番人気）
3連単票数 計1424436 的中 ��� 461（365番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．3―13．6―12．7―12．7―13．0―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．3―51．9―1：04．6―1：17．3―1：30．3―1：43．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クアトロマジコ �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 Monsun デビュー 2021．9．18 中山5着

2019．4．14生 牡3鹿 母 ミスティークⅡ 母母 Montfleur 4戦1勝 賞金 8，500，000円
〔騎手変更〕 ケイティマジック号の騎手秋山稔樹は，第2競走での落馬による検査のため菊沢一樹に変更。

00004 1月5日 晴 良 （4中山1） 第1日 第4競走 ��1，800�3歳新馬
発走11時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

55 エクセスリターン 牡3栗 56 藤井勘一郎今村 明浩氏 野中 賢二 日高 天羽 禮治 B542 ―1：58．9 6．3�
66 ディーノエナジー 牡3鹿 56 横山 武史坂本 守孝氏 清水 久詞 浦河 丸村村下

ファーム 490 ―1：59．32� 1．7�
810 ゲティスバーグ 牡3鹿 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518 ―1：59．72� 31．3�
79 セブンスレター 牡3鹿 56 黛 弘人熊坂 俊一氏 武井 亮 新冠 松浦牧場 506 ―2：00．23 12．1�
44 ウ イ ン ダ 牡3鹿 56 田辺 裕信高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか ゴールドアップカンパニー 490 ―2：00．51� 25．9�
67 ア ト レ イ ユ 牡3芦 56 長岡 禎仁杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 498 ―2：00．81� 15．0�
22 ポンテドラーゴ 牡3黒鹿56 吉田 豊吉橋 厚司氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 510 ―2：00．9� 49．7	
811 ヒラシゲカツ 牡3黒鹿56 内田 博幸北前孔一郎氏 新谷 功一 新ひだか 中田 英樹 502 ―2：01．22 5．6

11 � ワンダフルヘヴン 牝3青鹿54 菅原 明良�レッドマジック久保田貴士 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

486 ―2：01．51� 28．6�
33 シンデレラサリサ 牝3鹿 54 丹内 祐次田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 秋場牧場 466 ―2：02．45 17．8
78 コ ロ デ ィ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗今中 俊平氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 474 ―2：02．93 177．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 39，977，800円 複勝： 36，360，000円 枠連： 9，480，400円
馬連： 54，777，700円 馬単： 28，658，100円 ワイド： 43，410，200円
3連複： 71，669，300円 3連単： 99，105，100円 計： 383，438，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 120円 � 450円 枠 連（5－6） 520円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，520円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 5，090円 3 連 単 ��� 24，170円

票 数

単勝票数 計 399778 的中 � 50314（3番人気）
複勝票数 計 363600 的中 � 45099（3番人気）� 114598（1番人気）� 13630（9番人気）
枠連票数 計 94804 的中 （5－6） 13966（2番人気）
馬連票数 計 547777 的中 �� 72256（2番人気）
馬単票数 計 286581 的中 �� 13608（4番人気）
ワイド票数 計 434102 的中 �� 39578（2番人気）�� 4005（32番人気）�� 10455（14番人気）
3連複票数 計 716693 的中 ��� 10540（19番人気）
3連単票数 計 991051 的中 ��� 2972（79番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―14．0―14．7―12．9―12．5―13．0―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．5―39．5―54．2―1：07．1―1：19．6―1：32．6―1：45．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エクセスリターン �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2019．4．16生 牡3栗 母 ベアフルート 母母 エアジンクス 1戦1勝 賞金 6，000，000円



00005 1月5日 晴 良 （4中山1） 第1日 第5競走 ��
��2，000�3歳1勝クラス

発走12時15分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

88 アスクビクターモア 牡3鹿 56 田辺 裕信廣崎利洋HD� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 478＋102：01．9 1．9�
66 レヴァンジル 牡3黒鹿56 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488＋18 〃 クビ 2．6�
89 ヴァーンフリート 牡3黒鹿56 横山 武史 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 526＋142：02．11 5．9�
22 サインオブサクセス 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵 �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 474＋ 22：02．52� 28．7�

33 ミッキーブンブン 牡3青鹿56 石橋 脩野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 496＋ 22：02．81� 8．2	
11 	 ウ ン 牡3青鹿56 丹内 祐次岡田美佐子氏 河津 裕昭 新冠 須崎牧場 466＋ 42：03．01
 99．0


（川崎）

55 マイネルアルザス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 464＋ 42：03．21 59．4�
44 ウインマイルート 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 442－ 4 〃 クビ 62．0�
77 ユキノエリザベス 牝3黒鹿54 北村 宏司井上 基之氏 竹内 正洋 新ひだか 服部 牧場 466－ 22：03．94 150．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 56，292，700円 複勝： 79，807，900円 枠連： 11，329，000円
馬連： 65，302，000円 馬単： 40，128，400円 ワイド： 59，149，100円
3連複： 109，817，200円 3連単： 217，370，600円 計： 639，196，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（6－8） 190円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 140円 �� 210円 �� 260円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 1，210円

票 数

単勝票数 計 562927 的中 � 227356（1番人気）
複勝票数 計 798079 的中 � 415715（1番人気）� 169715（2番人気）� 63268（4番人気）
枠連票数 計 113290 的中 （6－8） 44739（1番人気）
馬連票数 計 653020 的中 �� 207284（1番人気）
馬単票数 計 401284 的中 �� 68147（1番人気）
ワイド票数 計 591491 的中 �� 138923（1番人気）�� 62146（3番人気）�� 48070（5番人気）
3連複票数 計1098172 的中 ��� 252829（1番人気）
3連単票数 計2173706 的中 ��� 129460（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―13．1―12．7―12．7―12．4―12．4―11．4―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．3―37．4―50．1―1：02．8―1：15．2―1：27．6―1：39．0―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスクビクターモア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2021．6．26 東京3着

2019．4．1生 牡3鹿 母 カ ル テ ィ カ 母母 Cayman Sunset 4戦2勝 賞金 18，724，000円

00006 1月5日 晴 良 （4中山1） 第1日 第6競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走12時45分 （芝・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

713 アオイゴールド 牝4黒鹿54 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 466＋ 42：00．2 53．4�
24 アドマイヤハレー 牡4青鹿56 内田 博幸近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 462＋ 82：00．3� 7．4�
612 カランドゥーラ 牡4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 498＋ 42：00．4クビ 3．2�
714 ヒットザシーン 牝4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 478＋ 62：00．71� 16．7�
510 タイセイコマンド 牡4鹿 56 菅原 明良田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B500＋10 〃 ハナ 18．7�
816 ノーダブルディップ 牡4鹿 56 津村 明秀丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 562＋10 〃 クビ 14．4	
59 � バニシングポイント 牡4芦 56 柴山 雄一長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Whisper Hill

Farm, LLC 502＋ 82：00．8� 8．8

23 ドゥラヴェルデ 牡4鹿 56 北村 宏司 DMMドリームクラブ� 木村 哲也 日高 下河辺牧場 538＋ 42：00．9� 3．8�
35 ロッタチャンセズ 牝5鹿 55 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B402＋14 〃 クビ 67．3�
11 オラコモエスタス 牡5鹿 57 M．デムーロ玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 520＋122：01．0クビ 7．3
815 スプリッツァー 牡5栗 57

54 ▲小林 脩斗古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 484＋ 4 〃 クビ 53．8�
36 バトーブラン 牝5芦 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 458＋10 〃 アタマ 156．9�
611 ヒナノコバン 牡5鹿 57

54 ▲永野 猛蔵日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 B474＋ 42：01．1� 213．3�
47 セータステソーロ 牡4栗 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 伊坂 重信 新冠 新冠橋本牧場 512＋ 42：01．95 167．7�
12 ワスカランテソーロ 牡5栗 57 池添 謙一了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 嶋田牧場 508＋ 22：02．42� 22．9�
48 	 マイネルモーディグ 牡6栗 57 野中悠太郎成富 直行氏 根本 康広 新ひだか 松本牧場 488＋ 82：03．35 261．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，679，600円 複勝： 64，320，400円 枠連： 17，079，500円
馬連： 78，700，400円 馬単： 30，975，900円 ワイド： 76，756，200円
3連複： 120，252，800円 3連単： 123，147，400円 計： 553，912，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，340円 複 勝 � 810円 � 250円 � 150円 枠 連（2－7） 1，810円

馬 連 �� 14，890円 馬 単 �� 34，460円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 2，490円 �� 600円

3 連 複 ��� 14，380円 3 連 単 ��� 201，990円

票 数

単勝票数 計 426796 的中 � 6383（10番人気）
複勝票数 計 643204 的中 � 15160（10番人気）� 65095（4番人気）� 144179（1番人気）
枠連票数 計 170795 的中 （2－7） 7311（8番人気）
馬連票数 計 787004 的中 �� 4094（41番人気）
馬単票数 計 309759 的中 �� 674（89番人気）
ワイド票数 計 767562 的中 �� 6482（36番人気）�� 7692（31番人気）�� 34969（4番人気）
3連複票数 計1202528 的中 ��� 6269（47番人気）
3連単票数 計1231474 的中 ��� 442（540番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．2―35．5―47．2―59．3―1：11．4―1：23．5―1：35．4―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アオイゴールド �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Red Ransom デビュー 2020．7．18 福島1着

2018．5．4生 牝4黒鹿 母 ボ ン ビ バ ン 母母 アーキオロジー 11戦2勝 賞金 22，946，000円
〔騎手変更〕 ヒナノコバン号の騎手秋山稔樹は，第2競走での落馬負傷のため永野猛蔵に変更。



00007 1月5日 晴 良 （4中山1） 第1日 第7競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

612 オンザライン 牡4青鹿56 横山 武史久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 460＋141：54．0 5．7�
510 ト ラ モ ン ト �5栗 57 菅原 明良 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 516± 0 〃 クビ 7．1�
611 タイキフォース 牡4栗 56 戸崎 圭太�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 480－ 41：54．1クビ 4．3�
35 タイセイサムソン 牡4黒鹿56 横山 和生田中 成奉氏 奥村 武 浦河 日進牧場 506＋ 41：54．41� 3．5�
47 シュルードアイズ 牡4栗 56 津村 明秀水上 行雄氏 牧 光二 日高 日西牧場 520＋ 6 〃 ハナ 16．0�
713 プエルタデルソル 牡8栗 57 斎藤 新前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 21：54．71� 57．3	
12 バルサミックムーン �5鹿 57 吉田 豊高橋 文男氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 506－ 2 〃 クビ 11．2

714 ピースマッチング �4芦 56 石川裕紀人 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 470＋141：55．44 36．4�
24 ブリッツェンシチー �6鹿 57 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 B528＋ 61：55．82� 75．4
59 トモジャリア 牡4黒鹿56 三浦 皇成吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 468＋ 21：55．9クビ 6．7�
816 アルマスティング �6栗 57 内田 博幸コウトミックレーシング 矢野 英一 浦河 小島牧場 B504－ 2 〃 クビ 303．7�
48 プントファイヤー 牡5栗 57 松岡 正海嶋田 賢氏 大和田 成 洞	湖 レイクヴィラファーム 528± 01：56．32� 170．1�
11 タイセイアンシェル 牡4鹿 56

53 ▲永野 猛蔵田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 木下牧場 426－ 51：56．4クビ 145．8�
23 ヒシエレガンス �5栗 57 石橋 脩阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490＋101：56．61� 48．9�
36 アポロミラクル 牡4黒鹿56 菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 508＋ 81：57．02� 36．5�
815
 トキメキジュピター 牡7黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 室田 千秋 518＋161：58．27 295．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，400，300円 複勝： 74，151，500円 枠連： 20，189，500円
馬連： 92，346，200円 馬単： 32，290，600円 ワイド： 79，219，400円
3連複： 138，100，900円 3連単： 144，186，700円 計： 623，885，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 250円 � 210円 枠 連（5－6） 470円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 940円 �� 510円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 25，770円

票 数

単勝票数 計 434003 的中 � 60688（3番人気）
複勝票数 計 741515 的中 � 104453（3番人気）� 70400（5番人気）� 96307（4番人気）
枠連票数 計 201895 的中 （5－6） 33069（2番人気）
馬連票数 計 923462 的中 �� 25043（10番人気）
馬単票数 計 322906 的中 �� 5183（18番人気）
ワイド票数 計 792194 的中 �� 20855（11番人気）�� 41844（4番人気）�� 26811（9番人気）
3連複票数 計1381009 的中 ��� 32752（7番人気）
3連単票数 計1441867 的中 ��� 4055（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．1―38．7―52．1―1：03．8―1：15．9―1：28．4―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オンザライン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．29 東京7着

2018．5．12生 牡4青鹿 母 ステラスターライト 母母 ノーブルステラ 8戦3勝 賞金 33，612，000円
〔制裁〕 タイセイサムソン号の騎手横山和生は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・12番・11

番）
※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。
（非抽選馬） 4頭 ヴォートルエロー号・ダイワドノヴァン号・フーズサイド号・マイネルイリャルギ号

00008 1月5日 晴 良 （4中山1） 第1日 第8競走 1，200�4歳以上2勝クラス
発走13時50分 （ダート・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 555，000
555，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

48 ハコダテブショウ 牡4鹿 56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 B500＋ 61：10．6 10．1�
611 ノ ー リ ス 牡4黒鹿56 田辺 裕信榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 534＋ 41：11．13 2．5�
35 コスモノアゼット 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 514＋101：11．31 8．3�
36 ノーベルプライズ 牡6黒鹿57 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 524＋ 8 〃 アタマ 21．4�
59 フォックススリープ 牡4鹿 56 菅原 明良石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B486＋ 41：11．4� 11．9�
612 マイステージ 牝4鹿 54 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 442＋ 8 〃 同着 23．2	
23 オンリーワンボーイ 牡5青鹿57 斎藤 新金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B466＋ 81：11．5� 35．7

11 � マブストーク 牡4鹿 56 津村 明秀マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 490＋ 6 〃 アタマ 23．4�
510� スズカクローカス 牝6黒鹿55 長岡 禎仁永井 宏明氏 杉山 佳明 むかわ 新井牧場 446－ 21：11．81� 37．6�
24 クロノフルール 牝4芦 54 大野 拓弥明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 502＋ 6 〃 クビ 9．1�
12 レイテントロアー 牡5鹿 57 三浦 皇成矢野 亨憲氏 田中 清隆 日高 シンボリ牧場 488＋141：12．11� 16．0�
47 � スズカユース 牝6栗 55 黛 弘人永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 B454＋ 4 〃 ハナ 38．1�
714 シセイタケル 牡7栗 57 石橋 脩猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 490＋ 61：12．2� 59．2�
815 ピッツバーグ �9鹿 57 菊沢 一樹ディアレストクラブ 清水 英克 日高 戸川牧場 506－ 61：12．41 300．7�
713 アイアムピッカピカ 牝6黒鹿55 M．デムーロ堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B464＋ 61：12．61� 52．1�
816 ロードクラージュ �5鹿 57 団野 大成 ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B484＋201：12．81 7．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，351，300円 複勝： 77，381，900円 枠連： 21，433，900円
馬連： 104，911，900円 馬単： 39，502，500円 ワイド： 105，546，000円
3連複： 175，607，000円 3連単： 169，822，200円 計： 745，556，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 370円 � 140円 � 200円 枠 連（4－6） 1，270円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，520円 �� 440円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 26，940円

票 数

単勝票数 計 513513 的中 � 40674（5番人気）
複勝票数 計 773819 的中 � 41048（6番人気）� 181172（1番人気）� 99537（2番人気）
枠連票数 計 214339 的中 （4－6） 13035（5番人気）
馬連票数 計1049119 的中 �� 40757（5番人気）
馬単票数 計 395025 的中 �� 6970（12番人気）
ワイド票数 計1055460 的中 �� 32986（6番人気）�� 16780（15番人気）�� 66179（1番人気）
3連複票数 計1756070 的中 ��� 29430（6番人気）
3連単票数 計1698222 的中 ��� 4570（41番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．9―12．0―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．1―45．1―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハコダテブショウ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2020．11．23 東京3着

2018．4．25生 牡4鹿 母 イチノヤジョウ 母母 ラブラブジョウ 7戦3勝 賞金 25，300，000円
〔制裁〕 ノーベルプライズ号の騎手吉田豊は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・16番）
※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 ニシノダンテ号・モリトユウブ号



00009 1月5日 晴 良 （4中山1） 第1日 第9競走 ��
��1，800�

しょうふく

招福ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

22 � ヴ ィ ー ダ 	7栗 57 勝浦 正樹 �スマイルファーム 堀井 雅広 日高 スマイルファーム 460＋ 61：54．0 6．4�
11 ホウオウエーデル 牡6鹿 57 丹内 祐次小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 41：54．1
 7．3�
55 ペイシャキュウ 牝6鹿 55 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 440－ 4 〃 アタマ 6．0�
78 ヴィアメント 	5栗 57 団野 大成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B496＋ 81：54．2
 4．1�
89 ブライトンロック 牡8黒鹿57 菅原 明良坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 4 〃 クビ 8．5	
810 ロワマージュ 牡5鹿 57 三浦 皇成ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋121：54．83
 31．0

77 アポロティアモ 牡5栗 57 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 B502－ 61：55．33 7．7�
66 ワイドソロモン 牡5栗 57 池添 謙一幅田 昌伸氏 奥村 豊 新ひだか グランド牧場 496± 0 〃 ハナ 12．5�
33 ダノンアレー 牡5黒鹿57 横山 和生�ダノックス 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 B502－ 61：55．61� 5．8
44 � ア ヴ ァ ン セ 	6鹿 57 津村 明秀飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida 478－ 21：56．77 45．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 44，820，500円 複勝： 72，902，100円 枠連： 18，151，700円
馬連： 105，109，500円 馬単： 41，730，800円 ワイド： 86，102，900円
3連複： 151，895，700円 3連単： 189，880，400円 計： 710，593，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 190円 � 200円 枠 連（1－2） 2，410円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 750円 �� 660円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 23，180円

票 数

単勝票数 計 448205 的中 � 55911（4番人気）
複勝票数 計 729021 的中 � 97881（3番人気）� 101279（2番人気）� 94644（4番人気）
枠連票数 計 181517 的中 （1－2） 5827（11番人気）
馬連票数 計1051095 的中 �� 40319（8番人気）
馬単票数 計 417308 的中 �� 8177（13番人気）
ワイド票数 計 861029 的中 �� 29627（10番人気）�� 34128（7番人気）�� 21574（21番人気）
3連複票数 計1518957 的中 ��� 24512（19番人気）
3連単票数 計1898804 的中 ��� 5938（87番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．6―12．5―12．1―12．3―13．1―13．0―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．9―49．4―1：01．5―1：13．8―1：26．9―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F40．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

�ヴ ィ ー ダ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス

2015．4．21生 	7栗 母 アイーンベル 母母 ミスベルベール 29戦3勝 賞金 87，258，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ペイシャキュウ号の騎手秋山稔樹は，第2競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。

00010 1月5日 晴 良 （4中山1） 第1日 第10競走 ��
��1，600�ジュニアカップ（Ｌ）

発走15時00分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

44 インダストリア 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 494＋101：34．9 3．1�
55 ベルウッドブラボー 牡3鹿 56 丸山 元気鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 チェスナット

ファーム B456± 01：35．32	 11．2�
66 モンタナアゲート 牡3黒鹿56 津村 明秀吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 556＋ 8 〃 アタマ 8．9�
89 アバンチュリエ 牡3栗 56 田辺 裕信 DMMドリームクラブ� 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 466± 01：35．4
 4．0�
77 トーセンヴァンノ 牡3黒鹿56 山田 敬士島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 498＋121：35．5クビ 29．8

33 ロードカテドラル 牡3黒鹿56 菅原 明良 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 486＋ 41：35．71� 2．5�
22 ハッピープリベイル 牡3鹿 56 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 480± 01：36．02 28．7�
11 ガトーフレーズ 牝3黒鹿54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 428± 01：36．31	 57．0
88 � ロイヤルザップ 牡3栗 56 横山 和生�ラ・メール 田村 康仁 新冠 松浦牧場 476＋161：36．83 201．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 72，257，300円 複勝： 78，256，800円 枠連： 17，236，000円
馬連： 131，748，500円 馬単： 65，799，200円 ワイド： 110，608，600円
3連複： 176，968，100円 3連単： 349，638，400円 計： 1，002，512，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 270円 � 220円 枠 連（4－5） 2，120円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 670円 �� 540円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 17，800円

票 数

単勝票数 計 722573 的中 � 185159（2番人気）
複勝票数 計 782568 的中 � 162628（2番人気）� 64682（5番人気）� 85637（4番人気）
枠連票数 計 172360 的中 （4－5） 6273（8番人気）
馬連票数 計1317485 的中 �� 51489（8番人気）
馬単票数 計 657992 的中 �� 18396（11番人気）
ワイド票数 計1106086 的中 �� 45676（8番人気）�� 57442（6番人気）�� 24693（13番人気）
3連複票数 計1769681 的中 ��� 28838（16番人気）
3連単票数 計3496384 的中 ��� 14236（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．0―48．1―1：00．1―1：12．0―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

インダストリア �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．10．9 東京2着

2019．4．23生 牡3鹿 母 インダクティ 母母 ホールオブフェーム 3戦2勝 賞金 28，110，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



00011 1月5日 晴 良 （4中山1） 第1日 第11競走 ��
��2，000�第71回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上，3．1．5以降3．12．28まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 609，000円 174，000円 87，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

48 レッドガラン 牡7鹿 56 斎藤 新 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 520－ 62：00．1 15．9�
817 スカーフェイス 牡6鹿 54 石橋 脩伊藤 佳幸氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 464＋ 22：00．52� 19．3�
24 ヒートオンビート 牡5鹿 56 横山 武史 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 クビ 2．8�
12 タガノディアマンテ 牡6栗 56 津村 明秀八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 4 〃 ハナ 30．8�
47 	 トーセンスーリヤ 牡7栗 57．5 横山 和生島川 	哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 490＋ 2 〃 ハナ 4．0

816 ウインイクシード 牡8黒鹿56 松岡 正海�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 500＋ 62：00．6クビ 19．8�
611 シャムロックヒル 牝5芦 52 団野 大成 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 506＋ 4 〃 クビ 16．5�
815 アールスター 牡7鹿 56 長岡 禎仁 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 B514＋ 2 〃 クビ 69．4
612 サトノクロニクル 牡8鹿 56 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B474－ 42：00．81
 173．0�
714 ジェットモーション �6黒鹿54 田辺 裕信�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B530－ 42：00．9� 84．9�
713 アトミックフォース 牡6鹿 55 戸崎 圭太吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 498＋18 〃 ハナ 54．8�
35 アドマイヤアルバ �7鹿 53 吉田 豊近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B476＋ 42：01．11
 138．8�
36 ヴィクティファルス 牡4鹿 56 池添 謙一�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 482＋ 82：01．31
 4．2�
11 オウケンムーン 牡7鹿 56 菅原 明良福井 明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 454＋ 8 〃 ハナ 70．8�
510 ブレステイキング 牡7鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B502＋ 62：01．4クビ 126．8�
59 ロ ザ ム ー ル 牝6栗 53 北村 宏司栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 492－ 22：01．5� 16．1�
23 コスモカレンドゥラ 牡6栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 42：01．6� 67．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 251，421，200円 複勝： 319，611，300円 枠連： 202，679，900円
馬連： 931，154，000円 馬単： 341，276，800円 ワイド： 804，869，000円
3連複： 1，868，800，300円 3連単： 2，306，907，300円 計： 7，026，719，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 290円 � 430円 � 140円 枠 連（4－8） 1，140円

馬 連 �� 12，640円 馬 単 �� 28，410円

ワ イ ド �� 3，510円 �� 630円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 7，500円 3 連 単 ��� 75，640円

票 数

単勝票数 計2514212 的中 � 126116（4番人気）
複勝票数 計3196113 的中 � 246279（4番人気）� 148763（8番人気）� 797873（1番人気）
枠連票数 計2026799 的中 （4－8） 137469（5番人気）
馬連票数 計9311540 的中 �� 57076（33番人気）
馬単票数 計3412768 的中 �� 9009（75番人気）
ワイド票数 計8048690 的中 �� 59593（35番人気）�� 363648（4番人気）�� 200649（11番人気）
3連複票数 計18688003 的中 ��� 186864（22番人気）
3連単票数 計23069073 的中 ��� 22110（225番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―13．4―12．1―12．3―11．0―11．2―11．6―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．2―37．6―49．7―1：02．0―1：13．0―1：24．2―1：35．8―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．9
1
3
11（7，9）13（6，8）16（3，4）（12，17）（2，10）14，15－5，1
11（9，14）（7，13）（8，16）（6，4，17）（3，2，12）1（15，10）－5

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

勝馬の
紹 介

レッドガラン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．4．1 阪神1着

2015．3．11生 牡7鹿 母 ダンスオンザルーフ 母母 ダンシングサンデー 21戦6勝 賞金 164，609，000円
〔制裁〕 レッドガラン号の騎手斎藤新は，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10，000円。（被害馬：13番・16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 マイネルフラップ号

00012 1月5日 晴 良 （4中山1） 第1日 第12競走 ��
��2，000�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （芝・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

78 レッドライデン 牡5青鹿57 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 498＋ 82：01．9 11．3�
33 セントオブゴールド 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 62：02．22 2．5�
89 ビートザウイングス �5栗 57

54 ▲永野 猛蔵 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B486＋ 8 〃 アタマ 6．8�
22 ヒューマンコメディ 牝5黒鹿55 丸山 元気野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 488＋ 2 〃 ハナ 3．4�
66 サトノフォース �6黒鹿 57

56 ☆木幡 育也 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 472＋ 42：02．4	 19．5	
44 ケンアンビシャス 牡4黒鹿56 横山 和生中西 健氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 480＋102：02．5
 8．7

810 ルヴェルソー 牝5黒鹿55 石橋 脩 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 462＋ 82：02．6
 15．5�
77 ペルソナデザイン �6鹿 57 菅原 明良�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 478＋102：02．92 15．4�
11 スズカノロッソ �7鹿 57

54 ▲横山 琉人永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 492± 02：03．0クビ 63．7
55 ダイシンピスケス 牡4鹿 56 団野 大成大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 498＋ 22：03．31	 58．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 89，268，500円 複勝： 84，442，400円 枠連： 29，567，400円
馬連： 168，743，100円 馬単： 82，073，800円 ワイド： 135，577，100円
3連複： 246，216，500円 3連単： 435，663，200円 計： 1，271，552，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 310円 � 130円 � 240円 枠 連（3－7） 840円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 550円 �� 950円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 16，420円

票 数

単勝票数 計 892685 的中 � 62801（5番人気）
複勝票数 計 844424 的中 � 54306（6番人気）� 237059（1番人気）� 78424（4番人気）
枠連票数 計 295674 的中 （3－7） 27121（4番人気）
馬連票数 計1687431 的中 �� 113728（4番人気）
馬単票数 計 820738 的中 �� 16294（14番人気）
ワイド票数 計1355771 的中 �� 63065（6番人気）�� 34426（13番人気）�� 86009（3番人気）
3連複票数 計2462165 的中 ��� 80398（7番人気）
3連単票数 計4356632 的中 ��� 19230（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．8―50．0―1：02．2―1：13．9―1：25．6―1：37．4―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．3
1
3
8－10（2，4）－（6，5）（9，7）－3－1
8，10（2，4）－（6，5）7（9，3）－1

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

勝馬の
紹 介

レッドライデン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．10．15 東京5着

2017．4．4生 牡5青鹿 母 ブランシェール 母母 アドヴァーシティ 19戦3勝 賞金 48，622，000円
〔騎手変更〕 ペルソナデザイン号の騎手秋山稔樹は，第2競走での落馬負傷のため菅原明良に変更。
〔制裁〕 ヒューマンコメディ号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

４レース目



（4中山1）第1日 1月5日（水曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

288，190，000円
5，620，000円
32，980，000円
1，520，000円
37，250，000円
73，988，000円
4，716，500円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
812，201，200円
1，097，185，700円
394，572，600円
1，948，583，100円
800，701，100円
1，709，342，300円
3，405，347，400円
4，419，545，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 14，587，479，000円

総入場人員 4，951名 （有料入場人員 4，549名）
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