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00013 1月8日 晴 稍重 （4中山1） 第2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 ビップソリオ 牡3黒鹿 56
53 ▲小林 凌大鈴木 邦英氏 田島 俊明 洞�湖 レイクヴィラファーム 516＋101：12．5 4．5�

36 ダ ル ダ ヌ ス 牡3鹿 56 三浦 皇成�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528＋ 6 〃 ハナ 16．9�

59 ミニョンルミエール 牝3栗 54 柴田 大知 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 マリオステー
ブル 430－ 21：12．71� 101．3�

611 キタノブレイド 牡3黒鹿56 武士沢友治北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 長浜 忠 454＋ 41：12．8アタマ 5．4�
24 ビッグパレード 牝3鹿 54 M．デムーロ �ニッシンホールディングス 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 482－ 81：13．33 5．7�
23 トキメキナイト 牡3青鹿 56

53 ▲横山 琉人田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 472＋ 61：13．4� 4．3	
35 セイウンハルカニ 牡3青鹿 56

54 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 472＋ 81：13．5� 4．7

11 ミッテルライン 牝3栗 54 野中悠太郎 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 424± 01：13．6クビ 26．7�
714 チョコレートミルク 牡3鹿 56 田中 勝春村田 滋氏 粕谷 昌央 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 458± 01：14．77 105．7
48 アフォガート 牡3芦 56 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 458＋ 21：14．9� 215．4�
47 プリンアラモード 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 船越牧場 410＋ 4 〃 クビ 177．8�
510 サンオークレア 牝3鹿 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 株式会社 加

藤ステーブル 460＋121：15．53� 333．9�
713 マ ハ ロ マ ヤ 牝3青鹿54 戸崎 圭太友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 432＋ 61：15．92� 29．8�
612 コーディアルライム 牝3栗 54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 桑原牧場 432＋ 6 〃 ハナ 489．8�
816 ジェイケイボニータ 牝3鹿 54 丸山 元気小谷野次郎氏 田中 剛 新冠 村上 欽哉 484＋ 61：16．11� 14．2�
12 シシリアンルージュ 牡3鹿 56 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 株式会社

安達牧場 482＋121：16．31� 371．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，841，300円 複勝： 77，046，200円 枠連： 19，205，700円
馬連： 89，498，400円 馬単： 37，394，700円 ワイド： 88，426，000円
3連複： 143，199，700円 3連単： 141，893，200円 計： 643，505，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 550円 � 2，200円 枠 連（3－8） 700円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 7，140円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 5，530円 �� 16，090円

3 連 複 ��� 84，230円 3 連 単 ��� 339，510円

票 数

単勝票数 計 468413 的中 � 81560（2番人気）
複勝票数 計 770462 的中 � 110820（3番人気）� 34372（7番人気）� 7732（11番人気）
枠連票数 計 192057 的中 （3－8） 21012（3番人気）
馬連票数 計 894984 的中 �� 17337（15番人気）
馬単票数 計 373947 的中 �� 3926（27番人気）
ワイド票数 計 884260 的中 �� 17090（14番人気）�� 4077（40番人気）�� 1390（54番人気）
3連複票数 計1431997 的中 ��� 1275（119番人気）
3連単票数 計1418932 的中 ��� 303（575番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．6―12．5―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．9―46．4―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビップソリオ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2021．7．25 函館8着

2019．5．1生 牡3黒鹿 母 メジロフォーナ 母母 メジロナターシャ 5戦1勝 賞金 7，270，000円
※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） 3頭 クイーンカトリーヌ号・ミウィ号・ルルネージュ号
（非抽選馬） 1頭 レッドコーラル号

00014 1月8日 晴 稍重 （4中山1） 第2日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時25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

12 ロードヴァレンチ �3鹿 56 内田 博幸 �ロードホースクラブ 中舘 英二 浦河 大柳ファーム 470＋ 21：56．2 1．8�
11 ホウオウベリテ 牡3鹿 56 菅原 明良小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 448－ 21：56．83� 8．4�
47 コスモガラクシア 牡3黒鹿56 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 486＋ 21：57．01� 19．9�
48 チュウワエース 牡3黒鹿56 野中悠太郎中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 460＋ 4 〃 アタマ 6．8�
36 トーセンレガーロ 牡3栗 56 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± 01：57．2� 43．2

612 ニシノレジスタンス 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー
クスタツド 494± 01：57．41� 269．0�

24 コパノカールトン 牡3栗 56 M．デムーロ小林 祥晃氏 手塚 貴久 新ひだか 伊藤 敏明 536± 01：57．6� 7．8�
713 ク ル ル 牡3鹿 56

53 ▲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 494＋ 21：58．02� 10．0

815 ド キ 牡3栗 56 戸崎 圭太中辻 明氏 小手川 準 浦河 鎌田 正嗣 456－ 21：58．42� 30．9�
714 ニシノアンドレア 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 中本牧場 B516＋101：58．6� 15．2�
510 パーペチュイティ 牡3鹿 56 北村 宏司ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 594－ 6 〃 クビ 214．3�
23 ジョワメール 牡3鹿 56 横山 和生遠藤 裕之氏 伊坂 重信 日高 沖田牧場 448＋ 61：58．91� 91．8�
816 グランシャーク 牡3鹿 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 田島 俊明 青森 谷川ファーム 494－ 61：59．21� 219．7�
59 ブキャナンテソーロ 牡3黒鹿56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 深山 雅史 新ひだか 米田牧場 500－ 6 〃 クビ 177．0�
35 ニシノジャズ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 482＋ 82：00．79 226．4�
611 セッタレダスト 牡3黒鹿56 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± 02：01．76 107．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，222，300円 複勝： 93，346，600円 枠連： 20，834，000円
馬連： 80，564，300円 馬単： 38，816，500円 ワイド： 82，678，800円
3連複： 129，914，300円 3連単： 141，880，500円 計： 640，257，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 340円 枠 連（1－1） 700円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 460円 �� 620円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 12，620円

票 数

単勝票数 計 522223 的中 � 227453（1番人気）
複勝票数 計 933466 的中 � 424342（1番人気）� 64859（4番人気）� 40909（7番人気）
枠連票数 計 208340 的中 （1－1） 22966（3番人気）
馬連票数 計 805643 的中 �� 85821（3番人気）
馬単票数 計 388165 的中 �� 26825（3番人気）
ワイド票数 計 826788 的中 �� 49388（4番人気）�� 34663（7番人気）�� 7246（26番人気）
3連複票数 計1299143 的中 ��� 18828（17番人気）
3連単票数 計1418805 的中 ��� 8148（36番人気）

ハロンタイム 12．6―12．3―13．1―13．2―12．6―12．5―13．0―12．9―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．9―38．0―51．2―1：03．8―1：16．3―1：29．3―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．9
1
3
2，14（1，11）（16，13）7（15，10）4－12（5，8，9）－6－3
2（1，14，13）（7，4）10，11（16，8）（5，15）12－（9，6）－3

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

勝馬の
紹 介

ロードヴァレンチ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 アルカセット デビュー 2021．7．25 新潟13着

2019．3．8生 �3鹿 母 アンダルシア 母母 メイクアスメリー 4戦1勝 賞金 7，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セッタレダスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月8日まで平地競走に

出走できない。

第１回 中山競馬 第２日



00015 1月8日 晴 稍重 （4中山1） 第2日 第3競走 ��1，200�3歳新馬
発走10時55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
1：08．5
1：08．5

重
重

713 サザンエルフ 牝3栗 54 戸崎 圭太多田 賢司氏 中川 公成 日高 日西牧場 444 ―1：12．2 4．0�
35 ゲ キ ザ ル 牡3芦 56 内田 博幸橘 倍男氏 青木 孝文 日高 広富牧場 464 ―1：12．62� 10．9�
11 ヘ キ ク ウ 牡3芦 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新ひだか サカイファーム 538 ―1：12．81� 6．1�
22 タイセイロージー 牡3鹿 56 三浦 皇成田中 成奉氏 栗田 徹 洞�湖 レイクヴィラファーム 490 ―1：12．9� 4．5�
23 プ ラ タ ル ス 牡3芦 56 吉田 豊ディアレストクラブ� 高橋 文雅 浦河 信岡牧場 490 ―1：13．21� 37．0	
610 ムッシュージョイ 牡3鹿 56 木幡 初也西村 亮二氏 武市 康男 新冠 対馬 正 476 ―1：13．3� 88．5

815 ムーンシャドウ 牡3鹿 56 菅原 明良飯塚 知一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 486 ―1：13．72 15．2�
46 チャールストン 牡3黒鹿 56

54 △山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 514 ― 〃 アタマ 102．5�
34 ロ デ ム 牡3栗 56 丸田 恭介�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 490 ―1：14．12 14．7
59 ライチトゥーム 牝3黒鹿54 横山 和生�谷岡牧場 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 408 ―1：14．2� 73．5�
47 クリノユキツバキ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 日西牧場 456 ― 〃 クビ 132．8�
58 シャーマエスパーダ 牡3鹿 56 石川裕紀人西森 功氏 高橋 裕 浦河 	川 啓一 490 ― 〃 ハナ 6．4�
712 ル テ リ ブ ル 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 琉人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高柳 瑞樹 新冠 ヒカル牧場 472 ―1：14．62 6．5�

814 ネイチャーラニ 牝3芦 54
52 ◇藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 新ひだか 棚川 光男 456 ―1：16．210 98．4�

611 メイショウエール 牡3鹿 56 野中悠太郎松本 好雄氏 高柳 瑞樹 清水 リトルブルーファーム B502 ―1：22．7大差 102．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，977，700円 複勝： 53，334，100円 枠連： 17，338，100円
馬連： 65，053，200円 馬単： 26，863，300円 ワイド： 56，795，300円
3連複： 89，678，600円 3連単： 88，830，900円 計： 437，871，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 310円 � 200円 枠 連（3－7） 800円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 810円 �� 530円 �� 950円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 21，040円

票 数

単勝票数 計 399777 的中 � 78121（1番人気）
複勝票数 計 533341 的中 � 96232（1番人気）� 37984（6番人気）� 69180（4番人気）
枠連票数 計 173381 的中 （3－7） 16742（3番人気）
馬連票数 計 650532 的中 �� 22155（9番人気）
馬単票数 計 268633 的中 �� 5542（17番人気）
ワイド票数 計 567953 的中 �� 17727（10番人気）�� 28763（6番人気）�� 14890（14番人気）
3連複票数 計 896786 的中 ��� 17399（12番人気）
3連単票数 計 888309 的中 ��� 3060（61番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―12．3―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．6―46．9―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サザンエルフ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 コロナドズクエスト 初出走

2019．4．30生 牝3栗 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウエール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月8日まで平地競

走に出走できない。
※サザンエルフ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

00016 1月8日 晴 稍重 （4中山1） 第2日 第4競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走11時25分 （ダート・右）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：48．5
1：47．6

重
重

612 クロフネミッション 牝4芦 54 菅原 明良会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 536＋ 41：54．5 2．1�
24 カフェプリンセス 牝4鹿 54 M．デムーロ西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 480＋ 61：55．24 4．8�
47 ビーマイセルフ 牝4青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 460＋ 21：55．62� 9．5�
12 トロンアゲイン 牝4栗 54 戸崎 圭太�髙昭牧場 和田 勇介 浦河 高昭牧場 456＋ 6 〃 クビ 12．8�
714 メイショウホオズキ 牝4鹿 54 吉田 豊松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 480＋ 41：56．02� 8．2�
816 トレイトセオリー 牝4栗 54 内田 博幸 �社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B454＋ 41：56．1� 33．1	
510 エレガントチャーム 牝5鹿 55

52 ▲永野 猛蔵
G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 492＋141：56．3� 15．8�
11 メデタシメデタシ 牝5鹿 55 北村 宏司堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 474＋121：56．83 110．8�
713 セレンゲティ 牝4芦 54 横山 和生 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：57．12 35．7
59 ブロードマリー 牝4鹿 54 伊藤 工真 �ユートピア牧場 林 徹 新ひだか 服部 牧場 B430＋ 41：57．2� 76．3�
815 ナリノクリスティー 牝5青鹿55 大野 拓弥成塚 清志氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：57．41� 31．1�
611 アイソウザスター 牝4鹿 54

51 ▲小林 凌大吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム 498＋ 81：57．5� 11．6�
48 � サイモンポーリア 牝4鹿 54 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 474－ 6 〃 アタマ 213．3�
35 � プライムエルフ 牝5鹿 55

52 ▲小林 脩斗 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 石栗 龍彦 日高 槇本牧場 416＋ 61：57．92� 560．0�

36 � ピチカートポルカ 牝6鹿 55
54 ☆秋山 稔樹 �社台レースホース小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋ 51：58．11� 306．2�
23 � ルレーヴドゥリリ 牝5黒鹿55 丹内 祐次加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 B492± 01：58．2� 200．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，914，600円 複勝： 76，986，900円 枠連： 16，927，200円
馬連： 86，659，500円 馬単： 37，070，000円 ワイド： 83，577，900円
3連複： 128，578，000円 3連単： 139，203，000円 計： 618，917，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 150円 � 180円 枠 連（2－6） 480円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 270円 �� 310円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 4，340円

票 数

単勝票数 計 499146 的中 � 184489（1番人気）
複勝票数 計 769869 的中 � 226652（1番人気）� 114837（2番人気）� 87641（4番人気）
枠連票数 計 169272 的中 （2－6） 27188（1番人気）
馬連票数 計 866595 的中 �� 116097（1番人気）
馬単票数 計 370700 的中 �� 29722（1番人気）
ワイド票数 計 835779 的中 �� 86941（1番人気）�� 70856（3番人気）�� 27411（8番人気）
3連複票数 計1285780 的中 ��� 69334（2番人気）
3連単票数 計1392030 的中 ��� 23206（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．7―50．5―1：03．7―1：15．9―1：28．7―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クロフネミッション �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2020．8．22 新潟5着

2018．3．7生 牝4芦 母 トリプルミッション 母母 トリプレックス 10戦2勝 賞金 22，800，000円
〔騎手変更〕 カフェプリンセス号の騎手田辺裕信は，新型コロナウイルス感染拡大予防のためM．デムーロに変更。
〔制裁〕 メイショウホオズキ号の騎手吉田豊は，3コーナー通過後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15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。
（非当選馬） 2頭 シベール号・ズールー号



00017 1月8日 晴 稍重 （4中山1） 第2日 第5競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・右・外）

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
2：10．1
2：09．7

良
良

46 メイプルリッジ 牡3栗 56 石橋 脩吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B470＋102：15．8 6．2�
34 キ ン ト リ ヒ 牡3芦 56 戸崎 圭太 �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 460＋ 2 〃 ハナ 6．3�

11 サトノドルチェ 牡3鹿 56 北村 宏司 �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 468－ 62：16．22� 3．7�
58 ハコダテジョー 牡3鹿 56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 広大 470＋ 82：16．51� 115．8�
35 ラッフルズプレース 牡3黒鹿56 三浦 皇成保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 442＋ 42：16．7� 78．6�
815 ヴァンシャンテ 牝3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 424＋ 6 〃 アタマ 28．7	
610 パトリックハンサム 牡3青鹿56 内田 博幸宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 466± 02：16．91� 2．2

47 アルティマナイト 牡3栗 56 大野 拓弥�木村牧場 柄崎 孝 日高 木村牧場 504± 02：17．0� 21．7�
611 リ ニ ュ ー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �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± 0 〃 クビ 282．1
712 ファイナルアンサー 牝3栗 54 菅原 明良 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B490＋14 〃 アタマ 14．1�
22 ウェルシュゴールド 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 日高 出口牧場 472＋ 22：17．31� 49．3�

59 デルマドワーフ 牡3栗 56 松岡 正海浅沼 廣幸氏 村田 一誠 日高 ファニーヒルファーム B448－ 62：17．93� 475．1�
23 ソ ラ ネ ル 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 394＋14 〃 � 89．0�
814 カフェティアラ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 462－ 62：18．0クビ 72．4�
713 ベルウッドスカイ 牡3鹿 56 津村 明秀鈴木 照雄氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 490± 02：18．1� 137．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，035，700円 複勝： 74，213，400円 枠連： 15，485，700円
馬連： 86，419，400円 馬単： 40，525，900円 ワイド： 85，321，400円
3連複： 133，482，200円 3連単： 154，745，000円 計： 643，228，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 190円 � 140円 枠 連（3－4） 1，530円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 590円 �� 450円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 16，760円

票 数

単勝票数 計 530357 的中 � 68020（3番人気）
複勝票数 計 742134 的中 � 102260（3番人気）� 93568（4番人気）� 160302（2番人気）
枠連票数 計 154857 的中 （3－4） 7809（7番人気）
馬連票数 計 864194 的中 �� 35827（7番人気）
馬単票数 計 405259 的中 �� 7655（15番人気）
ワイド票数 計 853214 的中 �� 35767（7番人気）�� 48426（5番人気）�� 53183（4番人気）
3連複票数 計1334822 的中 ��� 44043（6番人気）
3連単票数 計1547450 的中 ��� 6690（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．0―37．4―50．0―1：03．1―1：15．8―1：27．7―1：39．4―1：51．0―2：03．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイプルリッジ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．8．8 函館4着

2019．2．25生 牡3栗 母 リングネブラ 母母 ユーアンミー 3戦1勝 賞金 7，070，000円
〔騎手変更〕 キントリヒ号の騎手田辺裕信は，新型コロナウイルス感染拡大予防のため戸崎圭太に変更。

00018 1月8日 晴 稍重 （4中山1） 第2日 第6競走 1，600�3歳新馬
発走12時45分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

23 リ ヴ ォ リ 牝3鹿 54 石橋 脩寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480 ―1：35．7 3．3�
24 フィニッシュムーヴ 牡3鹿 56 北村 宏司 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 470 ―1：36．65 22．5�
611 ミファヴォリート 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 480 ―1：36．7� 3．3�
816 デルマエルフ 牝3栗 54 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452 ―1：36．91� 45．5�
11 ホウオウバリスタ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 酒井 亨 528 ―1：37．0� 6．9	
12 ベ ル カ ノ ア 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人子安 裕樹氏 武藤 善則 平取 清水牧場 478 ― 〃 アタマ 57．4

36 ディエルメス 牡3鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476 ―1：37．21 5．9�
48 エイシンドゥルガー 牝3青鹿54 松岡 正海�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 480 ―1：37．41 7．6�
815 チームケミストリー 牡3芦 56

53 ▲永野 猛蔵山下 貴氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 468 ―1：37．51 49．7
714 サントゥアーリオ �3黒鹿56 江田 照男�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458 ―1：38．03 108．7�
510 マイネルホリゾンテ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 430 ― 〃 クビ 25．4�
612 キープオンラビン 牝3鹿 54 横山 和生髙嶋 航氏 栗田 徹 浦河 有限会社

吉田ファーム 424 ―1：38．1� 35．6�
47 フィールドゲラン 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大福田 光博氏 小西 一男 浦河 �川 啓一 460 ―1：39．48 62．0�
59 ソルシエール 牝3芦 54 石川裕紀人�ノースヒルズ 池上 昌和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452 ―1：39．72 123．9�
35 セイントスターズ 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 青木 孝文 青森 織笠 時男 482 ―1：39．8� 309．8�
713 オーケーキャンティ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介小野 建氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 452 ―1：41．07 296．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，131，100円 複勝： 59，897，100円 枠連： 16，327，400円
馬連： 71，380，800円 馬単： 31，898，100円 ワイド： 64，541，000円
3連複： 98，013，800円 3連単： 108，019，800円 計： 501，209，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 450円 � 140円 枠 連（2－2） 4，100円

馬 連 �� 4，370円 馬 単 �� 6，580円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 280円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 28，180円

票 数

単勝票数 計 511311 的中 � 120632（2番人気）
複勝票数 計 598971 的中 � 134400（1番人気）� 22720（7番人気）� 123198（2番人気）
枠連票数 計 163274 的中 （2－2） 3086（16番人気）
馬連票数 計 713808 的中 �� 12654（13番人気）
馬単票数 計 318981 的中 �� 3634（23番人気）
ワイド票数 計 645410 的中 �� 11154（13番人気）�� 70330（1番人気）�� 11733（12番人気）
3連複票数 計 980138 的中 ��� 20098（9番人気）
3連単票数 計1080198 的中 ��� 2779（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．4―47．5―59．7―1：11．7―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リ ヴ ォ リ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Bernstein 初出走

2019．2．11生 牝3鹿 母 ラ リ ズ 母母 La Marlene 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 オーケーキャンティ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーケーキャンティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月8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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 オマツサマ号・キャミ号・コウソクブラック号・サトノユニティ号・ジュレップグラス号・スプレッドイーグル号・

ダブルダブル号・ベルウッドツクバ号



00019 1月8日 晴 稍重 （4中山1） 第2日 第7競走 ��1，200�4歳以上1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 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
1：08．5
1：08．5

重
重

815 ロングジャーニー 牝4栗 54 菅原 明良密山 根成氏 武市 康男 新冠 三村 卓也 472＋ 41：11．7 6．2�
48 マリーアミノル 牝4栗 54

51 ▲小林 脩斗吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 412＋ 2 〃 アタマ 2．9�
612 アジアノジュンシン 牝4鹿 54 内田 博幸植村 仁氏 奥村 武 日高 門別 敏朗 474＋ 61：11．91� 5．9�
713 ペリトモレノ 牝5鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 502＋ 61：12．0� 292．1�
12 バットオールソー 牡7栗 57 丸田 恭介久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：12．1� 107．6�
59 	 ジッピーレーサー 
5鹿 57

56 ☆秋山 稔樹岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 468± 01：12．3� 12．0	
11 � コパノフレディー 牡4栗 56

53 ▲原 優介小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 伊藤 敏明 B500＋ 41：12．4� 32．7

611 リワードマレンゴ 牡4芦 56 三浦 皇成宮崎忠比古氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 472＋ 61：12．5� 3．5�
24 サノノヒーロー 
4青 56

53 ▲永野 猛蔵佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 472＋ 2 〃 ハナ 12．0�
36 ヴィグルズマン 牡4栗 56 江田 照男 KAJIMOTOホー

ルディングス 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 B460＋12 〃 ハナ 44．2�
510 フクノラプラーニュ 牡4黒鹿56 松岡 正海福島 祐子氏 村田 一誠 日高 天羽 禮治 B492＋ 21：13．03 343．6�
35 � フライオールデイズ 牡7黒鹿57 菊沢 一樹岡田 壮史氏 清水 英克 様似 小田牧場 506＋ 41：13．21� 91．1�
714 オセアジャスティス 牡4鹿 56 石川裕紀人 IHR 加藤 征弘 新ひだか 土田 和男 524± 01：13．51� 22．4�
816 ダディフィンガー 牡6鹿 57 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 むかわ 上水牧場 508＋12 〃 クビ 324．0�
47 � アイファーライオン 牡4栃栗 56

54 △山田 敬士中島 稔氏 的場 均 新ひだか 野表 篤夫 502＋ 41：13．92� 290．0�
23 チェスナットロール 牝5栗 55 丹内 祐次田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 神垣 道弘 462＋101：20．8大差 141．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，740，100円 複勝： 70，978，500円 枠連： 19，468，200円
馬連： 92，677，300円 馬単： 37，117，800円 ワイド： 75，792，900円
3連複： 130，391，700円 3連単： 145，760，000円 計： 621，926，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 170円 � 130円 � 160円 枠 連（4－8） 850円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 450円 �� 770円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 11，530円

票 数

単勝票数 計 497401 的中 � 63613（4番人気）
複勝票数 計 709785 的中 � 91717（4番人気）� 168865（1番人気）� 111105（3番人気）
枠連票数 計 194682 的中 （4－8） 17690（2番人気）
馬連票数 計 926773 的中 �� 81950（2番人気）
馬単票数 計 371178 的中 �� 13383（7番人気）
ワイド票数 計 757929 的中 �� 43248（4番人気）�� 23592（10番人気）�� 51681（3番人気）
3連複票数 計1303917 的中 ��� 48028（4番人気）
3連単票数 計1457600 的中 ��� 9159（28番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．6―12．1―12．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―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4F49．2―3F37．6
3 ・（12，15）（3，8）（2，4，5，14）16，6，13（7，11）－10－9－1 4 ・（12，15）（3，8）（2，4，14）5（13，6，16）11，7，10，9，1

勝馬の
紹 介

ロングジャーニー �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2020．8．2 新潟8着

2018．3．12生 牝4栗 母 ハルサンサン 母母 ハ ル ワ カ 11戦2勝 賞金 19，100，000円
〔その他〕 チェスナットロール号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症。なお，同馬は予後不良。
※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 シュロス号

00020 1月8日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（4中山1） 第2日 第8競走 ��3，200�

なかやましんしゅん

中山新春ジャンプステークス
発走13時50分 （芝・ダート）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
賞 品

本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード3：31．0良・良

711 フリーフリッカー 牡8鹿 60 森 一馬�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490－ 43：34．7 2．9�

46 マイネルヴァッサー 牡9鹿 61 石神 深一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 43：36．8大差 10．5�

712 フィードバック �6黒鹿60 草野 太郎 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 498＋123：37．86 8．0�
33 ジョーカーワイルド 牡7鹿 60 伴 啓太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 538＋163：38．43� 120．7�
69 ビルジキール 牡6黒鹿60 中村 将之玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 500－ 6 〃 アタマ 53．9	
34 ニューツーリズム �6青鹿60 小野寺祐太吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 516＋16 〃 アタマ 21．4

22 オールマンリバー 牡10黒鹿61 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 510－ 23：38．92� 47．0�
11 ニシノベイオウルフ 牡7黒鹿61 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 B498＋ 6 〃 クビ 24．5�
58 ノーザンクリス 牡7芦 60 五十嵐雄祐加藤 晃央氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 524＋ 63：39．32� 12．5
814 アルトリウス �8鹿 60 蓑島 靖典�G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム B486＋103：42．4大差 23．7�
45 ハルクンノテソーロ 牡8黒鹿60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 496＋ 6 （競走中止） 6．2�
57 タマノジュメイラ 牝6鹿 58 植野 貴也玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 498＋14 （競走中止） 22．5�
610	 メイショウタカトラ 牡8黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 506－ 4 （競走中止） 53．5�
813 ノーリミッツ 牡6黒鹿60 北沢 伸也山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 452＋ 6 （競走中止） 4．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，008，200円 複勝： 50，246，500円 枠連： 24，579，600円
馬連： 78，514，900円 馬単： 33，284，100円 ワイド： 62，482，700円
3連複： 138，509，800円 3連単： 151，448，600円 計： 575，074，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 230円 � 230円 枠 連（4－7） 420円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 570円 �� 600円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 18，950円

票 数

単勝票数 計 360082 的中 � 96204（1番人気）
複勝票数 計 502465 的中 � 123015（1番人気）� 49739（4番人気）� 47637（5番人気）
枠連票数 計 245796 的中 （4－7） 44499（2番人気）
馬連票数 計 785149 的中 �� 45027（3番人気）
馬単票数 計 332841 的中 �� 11390（5番人気）
ワイド票数 計 624827 的中 �� 29162（3番人気）�� 27562（4番人気）�� 8832（20番人気）
3連複票数 計1385098 的中 ��� 22021（13番人気）
3連単票数 計1514486 的中 ��� 5793（45番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 52．3－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フリーフリッカー �
�
父 トランセンド �

�
母父 カリズマティック デビュー 2016．8．14 新潟10着

2014．4．1生 牡8鹿 母 イコールパートナー 母母 グレートキャティ 障害：11戦2勝 賞金 45，605，000円
〔競走中止〕 ハルクンノテソーロ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため2周目4号障害〔竹柵〕手前で競走中

止。
タマノジュメイラ号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
ノーリミッツ号は，2周目5号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「タマノジュメイラ」号に触れ，転倒したため競走中止。
メイショウタカトラ号は，2周目5号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「タマノジュメイラ」号の影響を受け，騎手がバランス

をくずし落馬したため競走中止。



00021 1月8日 晴 稍重 （4中山1） 第2日 第9競走 ��1，800�
く ろ ち く

黒 竹 賞
発走14時25分 （ダート・右）

3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

816 ホウオウルーレット 牡3鹿 56 横山 和生小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 41：54．3 1．4�
11 ワカミヤプレスト 牡3鹿 56 勝浦 正樹芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋141：55．36 108．3�
815 カフェカルマ 牡3鹿 56 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 510－ 21：55．4クビ 7．3�
35 ラ フ シ ー 牡3青鹿56 M．デムーロゴドルフィン 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 538＋ 81：55．5� 20．3�
12 カズラポニアン 牡3栗 56 戸崎 圭太合同会社雅苑興業 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 480＋10 〃 ハナ 12．0�
24 アトラクティーボ 牡3鹿 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 526＋161：55．6� 41．1	
48 � ポイズンアロウ 牡3栗 56 木幡 育也長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Hinkle Farms 526－ 2 〃 ハナ 63．4

510 ミエノナイスガイ 牡3鹿 56 北村 宏司里見美惠子氏 田中 博康 浦河 谷川牧場 464＋ 41：55．81 258．0�
713 ミヤビクライ 牡3鹿 56 松岡 正海村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 478± 01：56．11� 316．2�
714 ア ロ ー ワ ン 牡3鹿 56 津村 明秀鈴木 伸昭氏 鈴木 伸尋 新ひだか 城地牧場 488－ 61：56．41� 9．8
612 キボウノホシ 牡3鹿 56 江田 照男堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 486± 0 〃 ハナ 91．3�
59 � ジャスパーグレイト 牡3芦 56 丸山 元気加藤 和夫氏 森 秀行 米 Jamm Ltd. 466 1：56．5� 14．6�
611 ノクターナリティ 牡3黒鹿56 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 B478± 01：56．6� 376．9�
36 ブラックルパン 牡3鹿 56 丸田 恭介田畑 利彦氏 池上 昌和 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 528± 01：57．02� 278．2�
47 コスモルーテウス 牡3栗 56 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 464＋161：57．74 72．8�
23 トーセンクライスト 牡3栗 56 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 514＋ 81：58．33� 29．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 93，721，300円 複勝： 267，341，400円 枠連： 40，350，300円
馬連： 158，793，200円 馬単： 86，534，300円 ワイド： 146，185，700円
3連複： 240，116，300円 3連単： 359，806，600円 計： 1，392，849，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 1，010円 � 170円 枠 連（1－8） 550円

馬 連 �� 6，060円 馬 単 �� 6，710円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 250円 �� 5，120円

3 連 複 ��� 8，600円 3 連 単 ��� 37，400円

票 数

単勝票数 計 937213 的中 � 518415（1番人気）
複勝票数 計2673414 的中 � 1899529（1番人気）� 16835（12番人気）� 168136（2番人気）
枠連票数 計 403503 的中 （1－8） 56535（3番人気）
馬連票数 計1587932 的中 �� 20293（13番人気）
馬単票数 計 865343 的中 �� 9661（15番人気）
ワイド票数 計1461857 的中 �� 18249（19番人気）�� 179262（1番人気）�� 6436（44番人気）
3連複票数 計2401163 的中 ��� 20925（27番人気）
3連単票数 計3598066 的中 ��� 6974（101番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―13．0―13．6―12．8―12．5―12．3―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―37．9―51．5―1：04．3―1：16．8―1：29．1―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．5
1
3
13，16，14（2，11）（5，15）（1，8）（10，9）（4，7）（3，12）6・（13，16）14（2，11）（15，8）1，5（10，9，7，3）4（6，12）

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

勝馬の
紹 介

ホウオウルーレット �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．12．4 中山1着

2019．5．19生 牡3鹿 母 オメガフレグランス 母母 ビューティーメイク 2戦2勝 賞金 17，685，000円
※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） 4頭 オリ号・ニシノボルテージ号・パルガン号・フルオール号

00022 1月8日 晴 稍重 （4中山1） 第2日 第10競走 ��
��1，200�

はつはる

初春ステークス
発走15時00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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

714 アーバンイェーガー 牡8黒鹿57 吉田 豊村木 克成氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 522± 01：10．6 8．0�
816 ジョーフォレスト 牡5栗 57 北村 宏司上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 490－ 21：10．7� 8．2�
510 クインズメリッサ 牝4鹿 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 宮本 博 新冠 新冠橋本牧場 466－ 81：10．8クビ 4．1�
12 メイショウヒューマ 牡4鹿 56 三浦 皇成松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 492－ 21：10．9� 15．8�
612	 ワルツフォーラン 牝5青鹿55 丹内 祐次松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 B474＋ 2 〃 クビ 4．5�
713 バーニングペスカ 牡7鹿 57 M．デムーロ山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 474± 01：11．21
 6．2	
48 サイファーシチー 牡4栗 56 永野 猛蔵 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488＋ 41：11．3
 12．2

611 ナイスプリンセス 牝6鹿 55 丸田 恭介田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 478＋241：11．5
 160．6�
11 アサカディオネ 牝5栗 55 菅原 明良浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 464－ 8 〃 クビ 24．6�
23 レ ジ ェ モ ー 牝5鹿 55 川又 賢治吉田 照哉氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 442＋ 81：11．71� 87．2
36 トラストロン 牝7黒鹿55 藤田菜七子菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 460＋ 41：11．8アタマ 122．7�
59 スーパーアキラ 牡7栗 57 津村 明秀井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 B528＋ 61：11．9
 100．4�
47 � リンカーンテソーロ 牡4栗 56 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven
Steadings B458－ 41：12．0� 8．1�

24 �	 ジャスパーシャイン 牡5栗 57 丸山 元気加藤 和夫氏 森 秀行 加 Highfield Invest-
ment Group Inc 514＋ 41：12．53 65．7�

35 ヒートライトニング 牝5栗 55 秋山 稔樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B478＋ 81：13．03 45．6�
815 ニシノコトダマ 牡6栗 57 嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 552＋101：14．49 173．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 82，446，600円 複勝： 136，197，000円 枠連： 49，302，300円
馬連： 220，790，800円 馬単： 74，190，600円 ワイド： 172，189，500円
3連複： 335，024，500円 3連単： 346，127，100円 計： 1，416，268，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 210円 � 270円 � 210円 枠 連（7－8） 1，840円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 6，390円

ワ イ ド �� 840円 �� 580円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 26，810円

票 数

単勝票数 計 824466 的中 � 81991（4番人気）
複勝票数 計1361970 的中 � 172142（3番人気）� 125104（6番人気）� 170755（4番人気）
枠連票数 計 493023 的中 （7－8） 20670（10番人気）
馬連票数 計2207908 的中 �� 50340（15番人気）
馬単票数 計 741906 的中 �� 8698（29番人気）
ワイド票数 計1721895 的中 �� 51734（9番人気）�� 78690（5番人気）�� 56747（8番人気）
3連複票数 計3350245 的中 ��� 60153（11番人気）
3連単票数 計3461271 的中 ��� 9359（76番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―11．3―12．3―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―33．2―45．5―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーバンイェーガー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2017．2．25 中山7着

2014．5．25生 牡8黒鹿 母 マイグリーン 母母 マイサクセション 45戦5勝 賞金 128，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 スーパーアキラ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 レジェモー号の騎手川又賢治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ジゲン号・ナイトブリーズ号・ニシノホライゾン号・メイショウラビエ号・ロイヤルバローズ号



00023 1月8日 晴 稍重 （4中山1） 第2日 第11競走 ��
��1，600�ニューイヤーステークス（Ｌ）

発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

47 カ ラ テ 牡6黒鹿58 菅原 明良小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 532± 01：33．4 4．3�
713 グランデマーレ 牡5芦 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 6 〃 クビ 6．9�
612 ボンセルヴィーソ 牡8栗 57 藤懸 貴志名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 490＋ 61：33．5クビ 24．7�
815 サトノダムゼル 牝6鹿 54 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 470＋ 61：33．6	 6．1�
12 サクセッション 
5芦 56 津村 明秀 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 526－ 81：33．7	 64．9	
23 スマートリアン 牝5鹿 54 丹内 祐次大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 480± 01：33．8� 6．5

816 タイムトゥヘヴン 牡4鹿 55 大野 拓弥 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 484＋ 41：33．9クビ 13．7�
36 リレーションシップ 牡5鹿 56 M．デムーロ吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：34．01 7．0�
35 エントシャイデン 牡7芦 57 吉田 豊前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484 1：34．1� 22．3
48 � ショックアクション 牡4鹿 55 三浦 皇成ゴドルフィン 大久保龍志 愛 Scuderia Effevi

Srl & Dioscuri Srl 514＋181：34．2� 30．8�
510 ホウオウピースフル 牝5栗 54 嶋田 純次小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 508＋10 〃 クビ 56．3�
714 ロフティフレーズ 牝7黒鹿54 内田 博幸水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 492＋141：34．3クビ 103．3�
611 フォルコメン 
6鹿 56 横山 和生 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 516＋ 61：34．51� 22．9�
59 ジェネラーレウーノ 牡7青鹿59 丸山 元気 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム 524－ 61：35．03 120．2�
24 ト ラ イ ン 牡7鹿 56 松岡 正海大野 照旺氏 上村 洋行 新ひだか タイヘイ牧場 464＋ 81：35．21 7．9�
11 エメラルファイト 牡6芦 57 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B472－ 21：36．47 122．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 152，867，300円 複勝： 244，205，100円 枠連： 109，613，400円
馬連： 487，775，000円 馬単： 150，054，300円 ワイド： 378，360，400円
3連複： 825，484，800円 3連単： 825，122，500円 計： 3，173，482，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 220円 � 480円 枠 連（4－7） 1，540円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，560円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 14，540円 3 連 単 ��� 63，160円

票 数

単勝票数 計1528673 的中 � 280335（1番人気）
複勝票数 計2442051 的中 � 393130（1番人気）� 295400（3番人気）� 109075（8番人気）
枠連票数 計1096134 的中 （4－7） 54906（9番人気）
馬連票数 計4877750 的中 �� 218268（3番人気）
馬単票数 計1500543 的中 �� 35677（3番人気）
ワイド票数 計3783604 的中 �� 126519（3番人気）�� 61555（20番人気）�� 44671（28番人気）
3連複票数 計8254848 的中 ��� 42575（51番人気）
3連単票数 計8251225 的中 ��� 9470（213番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．1―46．6―58．0―1：09．5―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

カ ラ テ �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．11 新潟13着

2016．5．27生 牡6黒鹿 母 レディーノパンチ 母母 レイサッシュ 27戦6勝 賞金 133，711，000円
〔騎手変更〕 トライン号の騎手田辺裕信は，新型コロナウイルス感染拡大予防のため松岡正海に変更。
〔制裁〕 カラテ号の騎手菅原明良は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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） 1頭 サンライズオネスト号
（非抽選馬） 1頭 フランツ号

00024 1月8日 晴 稍重 （4中山1） 第2日 第12競走 1，800�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （芝・右）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：44．9
1：43．8

良
良

44 � ヴィオリーナ 牝5黒鹿55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム B462－ 41：49．3 4．6�
11 クライミングリリー 牝4鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 ハナ 2．0�
811 ブライズルーム 牝4黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵�ヤナガワ牧場 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 430－ 2 〃 ハナ 61．8�
67 プレミアエンブレム 牝4鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：49．4� 3．7�
33 イルヴェントデーア 牝6鹿 55 M．デムーロ �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 466＋ 21：49．61� 29．5	
78 サンタグラシア 牝4栗 54

53 ☆秋山 稔樹 �社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 414－ 2 〃 クビ 12．6


79 ナ ギ サ 牝4鹿 54 丸山 元気本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 484＋ 21：49．81� 25．6�
66 マリノソフィア 牝5黒鹿55 横山 和生矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 470＋ 81：50．01 14．0�
810 ガ ロ シ ェ 牝6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 456－ 21：50．1� 33．4
22 サンバデジャネイロ 牝4黒鹿54 石橋 脩幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 442－121：50．52� 88．3�
55 エヌワイパフューム 牝6鹿 55 北村 宏司サンアンドコム 伊坂 重信 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532＋ 21：51．35 290．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 98，766，300円 複勝： 113，871，100円 枠連： 34，392，000円
馬連： 174，617，300円 馬単： 86，517，500円 ワイド： 135，862，600円
3連複： 247，506，900円 3連単： 438，028，400円 計： 1，329，562，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 110円 � 870円 枠 連（1－4） 450円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，810円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 6，930円 3 連 単 ��� 29，400円

票 数

単勝票数 計 987663 的中 � 169361（3番人気）
複勝票数 計1138711 的中 � 190932（3番人気）� 374091（1番人気）� 18614（9番人気）
枠連票数 計 343920 的中 （1－4） 58114（2番人気）
馬連票数 計1746173 的中 �� 323713（2番人気）
馬単票数 計 865175 的中 �� 58106（4番人気）
ワイド票数 計1358626 的中 �� 183839（2番人気）�� 10832（26番人気）�� 17443（21番人気）
3連複票数 計2475069 的中 ��� 26750（23番人気）
3連単票数 計4380284 的中 ��� 10800（94番人気）

ハロンタイム 12．3―13．0―12．0―12．5―12．2―12．3―11．8―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―25．3―37．3―49．8―1：02．0―1：14．3―1：26．1―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヴィオリーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ

2017．3．23生 牝5黒鹿 母 レディアルバローザ 母母 ワンフォーローズ 12戦2勝 賞金 36，780，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 クライミングリリー号の騎手田辺裕信は，新型コロナウイルス感染拡大予防のため大野拓弥に変更。



（4中山1）第2日 1月8日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 183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

236，470，000円
3，020，000円
29，440，000円
2，260，000円
30，350，000円
80，261，000円
5，858，500円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
806，672，500円
1，317，663，900円
383，823，900円
1，692，744，100円
680，267，100円
1，432，214，200円
2，639，900，600円
3，040，865，600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 11，994，151，900円

総入場人員 4，606名 （有料入場人員 4，329名）
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