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00025 1月9日 晴 良 （4中山1） 第3日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走9時55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
1：08．5
1：08．5

重
重

12 ローズブルーム 牝3栗 54 M．デムーロ�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 450＋ 61：12．8 12．1�
36 ルプランドル 牝3栗 54

51 ▲永野 猛蔵 KAJIMOTOホー
ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 462± 0 〃 アタマ 2．1�

59 ハクサンパール 牝3鹿 54
51 ▲横山 琉人河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 448＋ 21：13．0� 37．9�

713 ペイシャクィンビー 牝3鹿 54 武士沢友治北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 448－ 2 〃 ハナ 3．5�
612 エレガントミッシー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 ヤナガワ牧場 426＋12 〃 クビ 9．3	
47 リネンファイト 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士戸山 光男氏 深山 雅史 新冠 樋渡 志尚 480－ 41：13．21� 21．2

48 ロジヴィクトリア 牝3黒鹿54 菅原 明良久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 B476－ 81：13．94 53．7�
611 フタミジョウワ 牝3鹿 54 石橋 脩瀬谷 �雄氏 牧 光二 新冠 協和牧場 454＋ 2 〃 クビ 253．1
815 カルラファクター 牝3鹿 54 野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 新冠 山岡牧場 460＋ 21：14．0クビ 58．0�
714 エヴリーサンクス 牝3鹿 54 内田 博幸フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 470± 01：14．1� 19．2�
510 メロンチャン 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 新ひだか 小倉 光博 482＋181：14．42 133．4�
11 プリティバレリーナ 牝3芦 54 丹内 祐次横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 木村牧場 468＋ 41：14．71� 18．8�
35 エドノバイオレット 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗遠藤 喜松氏 新開 幸一 新ひだか 沖田 忠幸 456－ 61：14．91 457．4�
816 ラ ブ テ ィ ー 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介増田 陽一氏 和田 雄二 日高 奥山 博 434＋121：15．0� 155．5�
23 ルナエルモッサ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 430＋121：15．53 25．5�
24 ミルクメイド 牝3栗 54 横山 武史松村 真司氏 加藤 征弘 新ひだか 前田ファーム 512＋ 41：16．56 23．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，117，600円 複勝： 78，453，400円 枠連： 20，159，400円
馬連： 92，178，100円 馬単： 39，434，800円 ワイド： 92，884，100円
3連複： 154，960，800円 3連単： 155，273，600円 計： 680，461，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 340円 � 130円 � 610円 枠 連（1－3） 780円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 670円 �� 3，600円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 12，080円 3 連 単 ��� 68，020円

票 数

単勝票数 計 471176 的中 � 30920（4番人気）
複勝票数 計 784534 的中 � 47980（4番人気）� 231276（1番人気）� 24077（9番人気）
枠連票数 計 201594 的中 （1－3） 20008（2番人気）
馬連票数 計 921781 的中 �� 49459（3番人気）
馬単票数 計 394348 的中 �� 6844（15番人気）
ワイド票数 計 928841 的中 �� 37347（4番人気）�� 6357（39番人気）�� 18303（14番人気）
3連複票数 計1549608 的中 ��� 9614（40番人気）
3連単票数 計1552736 的中 ��� 1655（206番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．5―12．5―13．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．8―46．3―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F39．0
3 ・（3，4，11）－（6，13）（1，10，12）14，7，2（5，16）－9－15，8 4 ・（3，4，11）（6，13）12（1，10）（7，14，2）（5，16）－9－15，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ローズブルーム �
�
父 グランデッツァ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．8．21 新潟2着

2019．4．21生 牝3栗 母 ローズプラネット 母母 ローズギャラリー 6戦1勝 賞金 11，300，000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 アーリオオーリオ号・ファインバローロ号

00026 1月9日 晴 良 （4中山1） 第3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

611 パワーブローキング 牡3鹿 56 横山 和生ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520＋201：56．7 2．4�

23 オクトニオン 牡3鹿 56 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 530＋ 4 〃 ハナ 14．9�

714 ララエフォール 牡3鹿 56 黛 弘人フジイ興産� 和田 雄二 平取 清水牧場 488－ 41：56．91� 6．1�
（法942）

59 インペリアルライン 牡3栗 56 内田 博幸 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム B472± 01：57．75 15．4�
35 マディソンテソーロ 牡3芦 56

53 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 450± 01：58．23 13．8	

47 ノアペルーサ 牡3鹿 56
53 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 日高 門別牧場 B498－ 41：58．3クビ 102．2


11 ガンガディン 牡3黒鹿56 菅原 明良田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 476－ 41：58．51� 97．8�
36 シゲルジンベイザメ 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 松山 将樹 新ひだか 前谷 武志 B492± 01：58．71� 151．6�
24 シャークアタック 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵下河辺隆行氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 482＋ 61：58．91� 24．7
510 グートアウス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 白井牧場 478＋ 21：59．0� 6．5�
713 ス ク ナ 牡3鹿 56 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 上野 正恵 470± 01：59．42� 4．1�
612 ギ ン リ ン 牡3芦 56 木幡 初也江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 マリオステー

ブル 498－ 41：59．82� 393．2�
816 シ ゲ ル ツ ル 牝3黒鹿54 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 大林ファーム 470＋102：00．0� 441．9�
815 ブラストワンダー 牡3栗 56 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 474＋ 62：00．21� 475．0�
12 ヴァインゲサン �3鹿 56

55 ☆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 B478－ 82：01．37 125．3�

48 アスールパースト 牡3黒鹿56 原田 和真�アスール 伊藤 大士 日高 木村牧場 498－122：02．15 458．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，940，800円 複勝： 61，825，500円 枠連： 18，970，000円
馬連： 74，214，100円 馬単： 33，600，200円 ワイド： 69，948，700円
3連複： 113，745，600円 3連単： 115，081，200円 計： 537，326，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 160円 � 310円 � 170円 枠 連（2－6） 1，420円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 770円 �� 390円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 13，060円

票 数

単勝票数 計 499408 的中 � 162241（1番人気）
複勝票数 計 618255 的中 � 116465（2番人気）� 40936（7番人気）� 99003（3番人気）
枠連票数 計 189700 的中 （2－6） 10292（7番人気）
馬連票数 計 742141 的中 �� 31457（9番人気）
馬単票数 計 336002 的中 �� 10069（10番人気）
ワイド票数 計 699487 的中 �� 22742（12番人気）�� 50462（3番人気）�� 15707（15番人気）
3連複票数 計1137456 的中 ��� 24035（13番人気）
3連単票数 計1150812 的中 ��� 6384（34番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．9―13．6―12．8―13．0―13．1―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．7―52．3―1：05．1―1：18．1―1：31．2―1：43．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パワーブローキング �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．8．15 新潟6着

2019．5．23生 牡3鹿 母 ピクシープリンセス 母母 オータムメロディー 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスールパースト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月9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 セリガチ号・トルーマンテソーロ号

第１回 中山競馬 第３日



00027 1月9日 晴 良 （4中山1） 第3日 第3競走 1，200�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
1：08．5
1：08．5

重
重

12 イ カ ロ ス 牡3鹿 56
53 ▲横山 琉人�須野牧場 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 486－ 21：12．6 3．5�

35 バオバブスピリット 牝3青鹿54 戸崎 圭太 Him Rock Racing
ホールディングス� 斎藤 誠 新冠 株式会社

安達牧場 436＋ 81：13．55 8．0�
47 モ ネ 牝3栗 54 石橋 脩 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 日高 シンボリ牧場 456＋ 21：13．6� 3．2�
59 キリシマタウン 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 438－ 21：13．81� 7．5�
611 テンコウバヒ 牡3青鹿56 M．デムーロ酒井 喜生氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 456± 01：14．01� 3．6	
713 ギンノアメガフル �3鹿 56 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 448－ 81：14．42� 25．8

714 ヒロノゴウカイ 牡3鹿 56 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 増本牧場 476＋ 21：14．72 93．5�
23 ノワールランス 牡3青鹿56 柴田 大知星加 浩一氏 畠山 吉宏 日高 新井 弘幸 440－ 8 〃 ハナ 50．8�
612 ヴィニュロン 牡3栗 56 菅原 隆一ミルファーム 石毛 善彦 新冠 北星村田牧場 468－ 21：14．8クビ 251．4�
48 ヒ ナ ゲ シ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 414－ 21：15．01� 482．0�
815 ディーロジャー 牡3鹿 56

54 △山田 敬士吉川 朋宏氏 鈴木慎太郎 平取 スガタ牧場 458＋ 2 〃 クビ 148．2�
816 ミスターブリーズ 牡3栗 56 北村 宏司木村 廣太氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 482－ 21：15．31� 171．2�
11 ノボマジック 牡3鹿 56 吉田 豊矢野 琢也氏 小野 次郎 日高 サンバマウン

テンファーム 476＋161：15．51� 25．5�
24 サンナムジャ 牡3鹿 56 黛 弘人ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 514＋101：15．71 382．4�
36 キャリアアップ 牡3栗 56 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 新ひだか 増本牧場 474－ 41：16．76 263．9�

（15頭）
510 セ イ タ ー ド 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新冠 松浦牧場 450－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 48，145，000円 複勝： 63，434，100円 枠連： 16，398，300円
馬連： 75，734，100円 馬単： 33，141，400円 ワイド： 65，172，300円
3連複： 99，472，400円 3連単： 110，781，700円 計： 512，279，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 240円 � 140円 枠 連（1－3） 1，810円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 610円 �� 330円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 11，150円

票 数

単勝票数 差引計 481450（返還計 23015） 的中 � 108572（2番人気）
複勝票数 差引計 634341（返還計 46291） 的中 � 126874（3番人気）� 53221（5番人気）� 133172（2番人気）
枠連票数 差引計 163983（返還計 3488） 的中 （1－3） 6998（9番人気）
馬連票数 差引計 757341（返還計119796） 的中 �� 32839（9番人気）
馬単票数 差引計 331414（返還計 49876） 的中 �� 7812（16番人気）
ワイド票数 差引計 651723（返還計118810） 的中 �� 25840（9番人気）�� 54861（3番人気）�� 33862（7番人気）
3連複票数 差引計 994724（返還計326773） 的中 ��� 45650（6番人気）
3連単票数 差引計1107817（返還計346589） 的中 ��� 7200（39番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―12．0―12．4―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．2―35．2―47．6―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ カ ロ ス �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 キンシャサノキセキ デビュー 2021．10．31 新潟12着

2019．5．2生 牡3鹿 母 トゥルーストーリー 母母 デフィニット 4戦1勝 賞金 5，970，000円
〔競走除外〕 セイタード号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔キ甲部打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻

7分遅延。
〔制裁〕 キリシマタウン号の騎手小林脩斗は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 セイタード号は，令和4年1月10日から令和4年2月8日まで出走停止。停止期間の満了後に発走調

教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャリアアップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月9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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カガファクター号・サリーチャン号
（非抽選馬） 2頭 ウインタースイート号・パパリーヌキャスト号

00028 1月9日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）良 （4中山1） 第3日 第4競走 ��2，880�障害4歳以上未勝利

発走11時25分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5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

11 ヤマノグリッターズ 牡4黒鹿59 大庭 和弥澤村 敏雄氏 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 500＋ 23：14．0 15．0�
710 マイネルグロン 牡4青鹿59 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 522＋ 6 〃 クビ 5．6�
44 マイネルツァイト 牡8青鹿60 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 526＋ 6 〃 ハナ 40．1�
813 ゼノヴァース 牡5鹿 60 五十嵐雄祐�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 470－ 23：14．42� 3．4�
69 � オノーレペスカ 牝6青 58 大江原 圭三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 B446＋ 63：15．99 28．9�
33 プリンスオブペスカ 牡8鹿 60 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B490－ 23：16．53� 2．0	
57 ポートロイヤル �6黒鹿60 伴 啓太 
社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 474＋163：16．6	 26．6�
22 � コルドゥーン 牡6青鹿60 江田 勇亮西 浩明氏 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 452± 03：17．66 100．0�
812 アポロファントム 牡5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 470＋ 63：17．7� 13．9
45 � レ ヴ ァ ン テ 牡7栗 60 草野 太郎寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋103：20．4大差 34．5�
711 サンロックランド 牡5鹿 60 上野 翔 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 520－ 63：21．35 50．9�
56 フォスキーア �4栗 59 石神 深一山本 雅道氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 496＋143：27．8大差 110．3�
68 スプリングムーン 牝4鹿 57 鈴木 慶太鈴木 芳夫氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 23：27．9クビ 398．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，861，200円 複勝： 41，750，800円 枠連： 15，619，300円
馬連： 56，996，200円 馬単： 31，144，000円 ワイド： 50，062，800円
3連複： 106，462，500円 3連単： 139，868，000円 計： 475，764，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 320円 � 220円 � 890円 枠 連（1－7） 3，820円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 7，260円

ワ イ ド �� 780円 �� 3，350円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 18，580円 3 連 単 ��� 114，320円

票 数

単勝票数 計 338612 的中 � 18030（5番人気）
複勝票数 計 417508 的中 � 33749（4番人気）� 58346（3番人気）� 10326（8番人気）
枠連票数 計 156193 的中 （1－7） 3167（13番人気）
馬連票数 計 569962 的中 �� 15299（10番人気）
馬単票数 計 311440 的中 �� 3214（24番人気）
ワイド票数 計 500628 的中 �� 17272（8番人気）�� 3708（30番人気）�� 9117（16番人気）
3連複票数 計1064625 的中 ��� 4296（50番人気）
3連単票数 計1398680 的中 ��� 887（260番人気）
上り 1マイル 1：49．5 4F 53．7－3F 40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヤマノグリッターズ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．7．11 福島6着

2018．2．23生 牡4黒鹿 母 コーラルグリッタ 母母 オールモストフォーエヴァー 障害：3戦1勝 賞金 11，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時30分に変更。



00029 1月9日 晴 稍重 （4中山1） 第3日 第5競走 ��1，600�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
1：30．3
1：30．3

良
良

23 ゴーゴーユタカ 牡3鹿 56 横山 武史井山 登氏 武井 亮 新冠 協和牧場 486－ 21：34．8 3．4�
47 ゼンノテンバ 牝3栗 54 内田 博幸大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 438＋ 41：34．9� 9．3�
36 ノアチェリー 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 新冠 長浜牧場 B464－101：35．21� 42．1�
24 ソレントフレイバー 牡3鹿 56 吉田 豊尾田 信夫氏 久保田貴士 新ひだか 畠山牧場 486－ 2 〃 ハナ 6．7�
510 ポップパフォーマー 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �社台レースホース新開 幸一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 81：35．31 4．0�
714 スウィートプロミス 牝3黒鹿54 三浦 皇成 	グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 456± 0 〃 クビ 27．2

713 ゴールデンヨシノ 牡3鹿 56 丸田 恭介清水 義德氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 440－ 21：35．4� 25．3�
59 ステラナビゲーター 牡3鹿 56 丹内 祐次 	コロンバスサークル 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 510＋ 21：35．5� 7．1�
816 ブローザホーン 牡3鹿 56 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 81：35．6クビ 7．5
815 デ カ メ ロ ン 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 岩見牧場 396－ 4 〃 アタマ 57．6�
11 ナンヨーリリー 牝3栗 54 石川裕紀人中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 414＋ 21：35．81� 48．1�
35 レインボーエンゼル 牝3栗 54 横山 和生�イーデン産業 小野 次郎 新ひだか 静内杉下牧場 484＋161：36．33 239．3�
611 アルカンサス 牡3鹿 56 丸山 元気一村 哲也氏 土田 稔 新冠 守矢牧場 480＋ 41：36．51� 75．2�
48 シ ー イ ン グ 牝3青鹿54 江田 照男平川 浩之氏 粕谷 昌央 新冠 森永 聡 472± 01：37．67 350．9�
612 ボンジューママ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也田口 廣氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 422－ 2 〃 クビ 40．6�
12 スカイエメラルド 牝3鹿 54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 432± 01：38．12� 212．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，153，100円 複勝： 90，213，200円 枠連： 31，188，000円
馬連： 107，778，900円 馬単： 40，674，300円 ワイド： 98，951，400円
3連複： 156，676，500円 3連単： 155，953，200円 計： 733，588，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 260円 � 970円 枠 連（2－4） 1，500円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 950円 �� 2，970円 �� 5，600円

3 連 複 ��� 27，680円 3 連 単 ��� 109，980円

票 数

単勝票数 計 521531 的中 � 120685（1番人気）
複勝票数 計 902132 的中 � 183164（1番人気）� 88406（6番人気）� 18271（10番人気）
枠連票数 計 311880 的中 （2－4） 16097（6番人気）
馬連票数 計1077789 的中 �� 36944（9番人気）
馬単票数 計 406743 的中 �� 8488（13番人気）
ワイド票数 計 989514 的中 �� 27899（11番人気）�� 8463（30番人気）�� 4437（53番人気）
3連複票数 計1566765 的中 ��� 4244（85番人気）
3連単票数 計1559532 的中 ��� 1028（323番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．1―46．8―58．7―1：10．4―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴーゴーユタカ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．12．26 中山2着

2019．3．19生 牡3鹿 母 ファインスカイ 母母 ア サ カ フ ジ 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔騎手変更〕 ブローザホー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戸崎圭太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カヨウネンカ号・ゲンパチプライド号・シュネーシュテルン号・デルマダンタリアン号
（非抽選馬） 1頭 コスモスフレ号

00030 1月9日 晴 稍重 （4中山1） 第3日 第6競走 ��2，000�3歳新馬
発走12時45分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

711 マイネルニコラス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 502 ―2：05．5 7．2�

33 � レイヴンズコー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Godolphin 496 ―2：05．71� 16．3�
712 ヒシハイドラ 牝3黒鹿54 北村 宏司阿部 雅英氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 448 ― 〃 クビ 3．0�
34 アローマンシュ 牡3青鹿56 三浦 皇成�イージス 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 478 ―2：06．22� 11．5�
46 ダ ビ ド 牡3栗 56 丹内 祐次八嶋 長久氏 菊川 正達 浦河 中神牧場 432 ―2：06．41� 83．3�
22 ファミリークレスト 牝3黒鹿54 石橋 脩吉田 和美氏 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 426 ―2：06．5� 16．8	
69 コスタデプラタ 牡3芦 56 菅原 明良池谷 誠一氏 萩原 清 日高 オリオンファーム 476 ―2：06．6� 15．8

813 アンダーユアスペル 牝3鹿 54 丸山 元気�G1レーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 458 ―2：06．81� 19．7�
814 ア カ カ ゲ 牡3黒鹿56 野中悠太郎 IHR 菊川 正達 新ひだか 沖田 博志 510 ―2：06．9� 128．2�
610 アスクレッドスター 牡3青鹿56 横山 和生廣崎利洋HD� 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 478 ―2：07．0クビ 31．1
11 バ イ ロ イ ト 牝3鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492 ―2：07．1� 26．5�
45 ブラックラスター 牡3青鹿56 津村 明秀田代 洋己氏 鈴木 伸尋 新ひだか 有限会社石川牧場 518 ―2：08．16 3．3�
58 アラリンホルン 牝3栗 54 大野 拓弥色川 曉郎氏 松山 将樹 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 462 ―2：08．52� 229．4�
57 フ ェ ッ テ 牝3栗 54 横山 武史�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 498 ―2：12．2大差 13．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，651，400円 複勝： 57，722，600円 枠連： 19，291，800円
馬連： 79，640，400円 馬単： 33，582，700円 ワイド： 68，773，400円
3連複： 109，093，500円 3連単： 110，938，300円 計： 528，694，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 210円 � 380円 � 140円 枠 連（3－7） 690円

馬 連 �� 5，620円 馬 単 �� 9，480円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 440円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 37，390円

票 数

単勝票数 計 496514 的中 � 55083（3番人気）
複勝票数 計 577226 的中 � 69569（3番人気）� 29777（7番人気）� 136676（1番人気）
枠連票数 計 192918 的中 （3－7） 21660（2番人気）
馬連票数 計 796404 的中 �� 10964（21番人気）
馬単票数 計 335827 的中 �� 2655（39番人気）
ワイド票数 計 687734 的中 �� 9836（23番人気）�� 43669（2番人気）�� 16777（9番人気）
3連複票数 計1090935 的中 ��� 16643（12番人気）
3連単票数 計1109383 的中 ��� 2151（111番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―14．4―13．0―13．3―12．7―12．4―11．4―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．0―39．4―52．4―1：05．7―1：18．4―1：30．8―1：42．2―1：53．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．7
1
3
3，5（1，9，12）（2，11）－4，10，14，6，8（13，7）・（3，5）12（1，9，11）（2，4）（10，14）（6，8）－13＝7

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

勝馬の
紹 介

マイネルニコラス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2019．3．13生 牡3栗 母 フライングメリッサ 母母 ウイングオブラック 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 アスクレッドスタ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横山和生に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェッテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月9日まで平地競走に出走

できない。



00031 1月9日 晴 良 （4中山1） 第3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

59 � ロ レ ン ツ ォ 牡4黒鹿56 石川裕紀人丸山 担氏 加藤 征弘 浦河 伏木田牧場 480＋101：11．9 11．5�
12 ネオトゥルー 牡5鹿 57 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 494＋16 〃 ハナ 23．0�
612 トミケンカラバティ 牡4鹿 56 石橋 脩佐野 信幸氏 尾形 和幸 浦河 信岡牧場 456＋ 21：12．11� 7．4�
47 ノボベルサイユ 牝4青鹿54 横山 和生矢野 琢也氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 482＋101：12．2� 6．5�
510 エ ン ピ レ オ 牝4鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 470＋201：12．3� 3．4�
35 ポップアップスター �8青鹿57 原田 和真 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 520＋121：12．62 18．1	
48 シーオブドリームス 牝4青鹿54 津村 明秀�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 476± 0 〃 同着 23．4

11 コングールテソーロ 牡6鹿 57 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 490± 01：12．7クビ 9．2�
611 イサチルプリンス �4黒鹿56 菅原 明良小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 490－ 61：12．91� 16．7
815 キャンディキューブ 牝4黒鹿54 北村 宏司原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 472＋14 〃 アタマ 56．3�
816� ビゾンテノブファロ 牡4鹿 56

54 △山田 敬士ニューマレコード� 小桧山 悟 新ひだか レースホース牧場 494＋16 〃 ハナ 72．4�
24 � ホウオウエンジェル 牝5鹿 55 丹内 祐次小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 474＋151：13．0	 189．2�
714� レイデルマール �4栗 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高柳 瑞樹 新冠 高瀬牧場 504＋ 61：13．31	 4．4�
713 アイアンゾーン 牝6芦 55 柴田 大知池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 470＋101：13．62 475．3�
36 ア イ ス マ ン 牡4芦 56 丸山 元気岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 476＋201：14．34 139．0�
23 ユキノヴェルデ 牡6鹿 57

54 ▲小林 凌大井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 B524＋181：17．1大差 543．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，671，700円 複勝： 93，811，900円 枠連： 27，540，500円
馬連： 113，069，100円 馬単： 41，195，100円 ワイド： 100，142，500円
3連複： 165，896，500円 3連単： 161，760，000円 計： 765，087，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 420円 � 540円 � 230円 枠 連（1－5） 810円

馬 連 �� 9，680円 馬 単 �� 15，660円

ワ イ ド �� 3，410円 �� 1，310円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 13，880円 3 連 単 ��� 80，320円

票 数

単勝票数 計 616717 的中 � 42853（6番人気）
複勝票数 計 938119 的中 � 56002（6番人気）� 40942（9番人気）� 126599（3番人気）
枠連票数 計 275405 的中 （1－5） 26293（1番人気）
馬連票数 計1130691 的中 �� 9047（37番人気）
馬単票数 計 411951 的中 �� 1972（72番人気）
ワイド票数 計1001425 的中 �� 7426（42番人気）�� 20006（14番人気）�� 16037（26番人気）
3連複票数 計1658965 的中 ��� 8959（58番人気）
3連単票数 計1617600 的中 ��� 1460（333番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．7―11．9―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．5―46．4―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ロ レ ン ツ ォ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ

2018．4．8生 牡4黒鹿 母 マリアフィオーレ 母母 セトフローリアンⅡ 3戦1勝 賞金 7，700，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 トミケンカラバティ号の騎手永野猛蔵は，第3競走での負傷のため石橋脩に変更。
〔発走状況〕 アイスマン号は，枠入り不良・枠内駐立不良〔突進〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 アイスマン号は，発馬機内での駐立が不良であったことについて発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユキノヴェルデ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月9日まで平地競走

に出走できない。

00032 1月9日 晴 良 （4中山1） 第3日 第8競走 2，400�4歳以上1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 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
2：28．8
2：28．6

重
不良

34 メ ラ ー キ 牡5青鹿57 戸崎 圭太大塚 亮一氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 492＋ 62：36．0 13．6�
59 � フジマサインパクト 牡4鹿 56

55 ☆秋山 稔樹藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 430－ 82：36．1クビ 13．2�
35 ヤマノマタカ 牡5鹿 57 丹内 祐次澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B482＋ 42：37．69 4．0�
611 リズムオブザナイト 牡4鹿 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B486＋ 2 〃 アタマ 3．9�
23 � ナスノコウラン 牡6鹿 57 大野 拓弥�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B526－ 22：37．81� 27．5�
713 シゲルヒカルダイヤ 牡6鹿 57 石橋 脩森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538－ 2 〃 クビ 8．3	
58 ネオヴィットーリア 牝8黒鹿55 松岡 正海ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム 464＋ 22：37．9クビ 56．6

610 リオンドール 牡4黒鹿56 横山 和生 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム B530＋ 62：38．75 14．7�
47 ルージュフェリーク 牝4黒鹿54 北村 宏司 東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 448－ 42：39．12� 66．4�
712 セイカヤマノ 牡6黒鹿57 丸田 恭介久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B508＋ 82：39．42 60．0�
46 ロ ニ セ ラ 牝5青鹿55 横山 武史前田 葉子氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 62：39．5クビ 3．6�
814� ヴ ァ ル ガ ス 牡4鹿 56

53 ▲原 優介フクキタル 高橋 祥泰 新冠 パカパカ
ファーム 514＋ 82：39．81� 167．9�

815 コトブキアルニラム 牝4芦 54 三浦 皇成尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 452± 02：39．9� 61．4�
22 ジェイエルブリッジ 牡4芦 56

53 ▲小林 凌大橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 478－ 22：40．22 156．5�
11 エアーレジーナ 牝4鹿 54 内田 博幸遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484± 02：40．3クビ 33．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 56，653，100円 複勝： 83，985，100円 枠連： 23，880，800円
馬連： 117，475，600円 馬単： 43，749，400円 ワイド： 103，447，100円
3連複： 170，976，100円 3連単： 176，101，100円 計： 776，268，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 400円 � 440円 � 160円 枠 連（3－5） 1，930円

馬 連 �� 11，880円 馬 単 �� 24，370円

ワ イ ド �� 4，060円 �� 1，120円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 14，770円 3 連 単 ��� 110，060円

票 数

単勝票数 計 566531 的中 � 33166（6番人気）
複勝票数 計 839851 的中 � 46913（5番人気）� 41684（6番人気）� 186281（1番人気）
枠連票数 計 238808 的中 （3－5） 9546（8番人気）
馬連票数 計1174756 的中 �� 7660（33番人気）
馬単票数 計 437494 的中 �� 1346（70番人気）
ワイド票数 計1034471 的中 �� 6342（39番人気）�� 24140（11番人気）�� 23950（12番人気）
3連複票数 計1709761 的中 ��� 8679（48番人気）
3連単票数 計1761011 的中 ��� 1160（338番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―13．0―14．1―13．5―13．8―14．1―12．7―11．6―12．4―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．2―38．2―52．3―1：05．8―1：19．6―1：33．7―1：46．4―1：58．0―2：10．4―2：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F49．6―3F38．0
1
�
4（5，11，13）6（3，15）－（2，14）9（7，8，12）（1，10）・（4，13）（14，9）（5，11）－（3，15）8（6，10）12（7，1）2

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

勝馬の
紹 介

メ ラ ー キ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2019．12．15 阪神4着

2017．2．22生 牡5青鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 15戦2勝 賞金 23，862，000円
〔制裁〕 リズムオブザナイト号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



00033 1月9日 晴 良 （4中山1） 第3日 第9競走 ��
��1，200�

し ゅ ち く

朱 竹 賞
発走14時25分 （芝・右・外）
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

22 リ ト ス 牝3鹿 54 石川裕紀人ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 築紫 洋 408± 01：08．8 15．7�
56 シゲルファンノユメ 牡3鹿 56 横山 武史森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 474＋ 61：09．11� 1．9�
710 ジョーブリッランテ 牡3栗 56 北村 宏司上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 496＋ 21：09．2� 7．7�
67 ア リ シ ア ン 牝3鹿 54 江田 照男広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 木村 秀則 488± 0 〃 クビ 5．9�
68 � ドラゴンゴクウ 牡3黒鹿56 丸山 元気福本 次雄氏 根本 康広 日高 福本 次雄 460＋111：09．51� 116．7�
33 アイムファイン 牝3鹿 54 大野 拓弥	ミルファーム 奥平 雅士 日高 門別山際牧場 408－ 21：09．6クビ 25．8

79 スマイルアップ 牝3芦 54 丹内 祐次馬目 卓氏 萱野 浩二 浦河 辻 牧場 438＋ 61：09．81	 47．3�
44 シーズアクイーン 牝3鹿 54 杉原 誠人	ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 426± 0 〃 クビ 133．7�
812 オレタチハツヨイ 牡3栗 56 菅原 明良�GET NEXT 栗田 徹 浦河 ヒダカフアーム 500＋10 〃 ハナ 28．2
55 ブランデーロック 牡3栗 56 山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468－101：09．9� 24．6�
11 コイニオチテ 牡3鹿 56 戸崎 圭太野村 茂雄氏 森 秀行 浦河 酒井牧場 494± 01：10．43 11．1�
811 ピンクセイラー 牝3栗 54 横山 和生岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 446± 01：10．72 6．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 78，292，800円 複勝： 122，145，200円 枠連： 25，911，900円
馬連： 150，400，000円 馬単： 73，646，700円 ワイド： 128，053，400円
3連複： 221，285，600円 3連単： 325，885，600円 計： 1，125，621，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 260円 � 110円 � 190円 枠 連（2－5） 1，390円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 5，270円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，110円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 28，190円

票 数

単勝票数 計 782928 的中 � 39848（6番人気）
複勝票数 計1221452 的中 � 75763（5番人気）� 500727（1番人気）� 125223（3番人気）
枠連票数 計 259119 的中 （2－5） 14345（6番人気）
馬連票数 計1504000 的中 �� 74102（5番人気）
馬単票数 計 736467 的中 �� 10474（17番人気）
ワイド票数 計1280534 的中 �� 55856（5番人気）�� 26884（12番人気）�� 116317（2番人気）
3連複票数 計2212856 的中 ��� 62872（6番人気）
3連単票数 計3258856 的中 ��� 8380（91番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．1―11．6―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．3―44．9―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ト ス �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．6．12 札幌2着

2019．4．8生 牝3鹿 母 カ ル デ ィ ア 母母 レディアーティスト 7戦2勝 賞金 23，533，000円

00034 1月9日 晴 良 （4中山1） 第3日 第10競走 ��1，600�
わかしお

若潮ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス，3．1．9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

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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

11 エイシンチラー 牝4鹿 52 M．デムーロ�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 470± 01：34．2 3．6�
44 ウイングレイテスト 牡5栗 56 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 514＋121：34．3� 4．2�
56 トオヤリトセイト 牡6青鹿55 大野 拓弥村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 484－201：34．4� 10．2�
711 ジャカランダレーン 牝4黒鹿52 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 454＋ 8 〃 アタマ 5．3�
33 ウインレフィナード 牡6黒鹿54 津村 明秀�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 466－ 2 〃 ハナ 48．0�
68 アールクインダム 牝5黒鹿53 三浦 皇成前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 486＋ 6 〃 アタマ 5．0	
812 トウケイミラ 牝5鹿 52 �島 良太木村 信彦氏 高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 440－101：34．5クビ 38．6

710 グ ル ア ー ブ 牝5鹿 52 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 442＋ 21：34．71� 9．0�
57 レッドクレオス 牡6栗 53 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B480± 01：34．8� 39．7�
813 リトミカメンテ 牝6栗 52 酒井 学 サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B460＋ 4 〃 クビ 41．3�
22 シ ャ チ 牡5鹿 52 原 優介中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 478＋ 41：34．9� 105．8�
69 ホウオウカトリーヌ 牝6鹿 50 横山 琉人小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 500＋12 〃 クビ 65．6�
45 ジ ョ デ ィ ー 牝6鹿 52 吉田 豊小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：35．53� 36．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 83，778，100円 複勝： 124，143，000円 枠連： 34，383，500円
馬連： 213，179，900円 馬単： 83，560，600円 ワイド： 158，041，200円
3連複： 296，551，800円 3連単： 375，380，100円 計： 1，369，018，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 170円 � 230円 枠 連（1－4） 740円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 420円 �� 920円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 10，730円

票 数

単勝票数 計 837781 的中 � 182872（1番人気）
複勝票数 計1241430 的中 � 216475（1番人気）� 202298（2番人気）� 122434（5番人気）
枠連票数 計 343835 的中 （1－4） 35890（3番人気）
馬連票数 計2131799 的中 �� 205441（1番人気）
馬単票数 計 835606 的中 �� 40630（2番人気）
ワイド票数 計1580412 的中 �� 102846（3番人気）�� 41561（12番人気）�� 67376（7番人気）
3連複票数 計2965518 的中 ��� 73803（8番人気）
3連単票数 計3753801 的中 ��� 25345（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．6―35．0―46．8―58．9―1：10．6―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

エイシンチラー �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．12．12 中山2着

2018．5．4生 牝4鹿 母 エーシンサーフィン 母母 エイシンサンサン 8戦4勝 賞金 55，370，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 ヴァトレニ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）

２レース目



00035 1月9日 晴 良 （4中山1） 第3日 第11競走 ��
��1，800�ポルックスステークス

発走15時35分 （ダート・右）
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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

24 ダノンスプレンダー 牡6黒鹿57 横山 和生�ダノックス 安田 隆行 洞	湖 レイクヴィラファーム B510＋ 41：53．2 4．3�
12 クレスコブレイブ 牡8栗 56 勝浦 正樹堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B528＋10 〃 ハナ 56．0�
816 エ イ コ ー ン 牡7鹿 56 高倉 稜西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 464± 01：53．3クビ 65．6�
35 トランスナショナル 
6栗 56 酒井 学吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 486＋ 21：53．62 13．4�
11 キタノヴィジョン 牡5鹿 56 三浦 皇成北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 496＋ 6 〃 アタマ 8．3�
714 フ ロ ー リ ン 牡7栗 56 大野 拓弥ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 61：53．7� 46．8	
611 ミヤジコクオウ 牡5青鹿57 津村 明秀曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 508－101：53．8クビ 16．2

59 ダノンファスト 牡5黒鹿57 菊沢 一樹�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 472＋10 〃 ハナ 7．3�
510 レピアーウィット 牡7栗 59 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 554＋ 8 〃 アタマ 10．2�
23 バ レ ッ テ ィ 
8鹿 57 野中悠太郎 社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム B512＋ 2 〃 クビ 11．5�
36 ラ ス ト マ ン 牡5栗 56 菅原 明良堂守 貴志氏 戸田 博文 新冠 カミイスタット 484＋221：53．9アタマ 17．1�
48 マイラプソディ 牡5青鹿56 M．デムーロ�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512＋ 61：54．11� 9．8�
815 ド リ ュ ウ 牡7栗 56 杉原 誠人ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 464＋121：54．31 34．9�
713 シャンパンクーペ 牡6鹿 56 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B526－ 41：55．04 107．2�
612 メイショウワザシ 牡7栗 57 江田 照男松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 550＋201：55．21� 21．6�
47 � ラ ペ ル ー ズ 牡4鹿 55 戸崎 圭太多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 富田牧場 B520＋ 21：57．9大差 6．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 127，796，700円 複勝： 186，841，800円 枠連： 109，367，900円
馬連： 442，943，900円 馬単： 146，444，000円 ワイド： 317，744，600円
3連複： 779，761，100円 3連単： 789，944，200円 計： 2，900，844，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 1，190円 � 980円 枠 連（1－2） 1，390円

馬 連 �� 15，590円 馬 単 �� 22，620円

ワ イ ド �� 4，260円 �� 3，110円 �� 20，190円

3 連 複 ��� 194，090円 3 連 単 ��� 742，810円

票 数

単勝票数 計1277967 的中 � 232780（1番人気）
複勝票数 計1868418 的中 � 331327（1番人気）� 35020（15番人気）� 43051（14番人気）
枠連票数 計1093679 的中 （1－2） 60668（5番人気）
馬連票数 計4429439 的中 �� 22018（61番人気）
馬単票数 計1464440 的中 �� 4854（94番人気）
ワイド票数 計3177446 的中 �� 19283（55番人気）�� 26594（41番人気）�� 4017（111番人気）
3連複票数 計7797611 的中 ��� 3013（403番人気）
3連単票数 計7899442 的中 ��� 771（1843番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．4―13．0―12．5―12．7―12．8―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．8―49．8―1：02．3―1：15．0―1：27．8―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンスプレンダー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．28 京都1着

2016．2．26生 牡6黒鹿 母 メジロスプレンダー 母母 クライウィズジョイ 17戦6勝 賞金 134，408，000円
〔騎手変更〕 ダノンファスト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菊沢一樹に変更。

シャンパンクーペ号の騎手永野猛蔵は，第3競走での負傷のため内田博幸に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）14頭 アイアムハヤスギル号・アポロテネシー号・アルドーレ号・アルピニズム号・チェーンオブラブ号・

ディープモンスター号・テンザワールド号・トウショウピスト号・ネオブレイブ号・ハギノアトラス号・
ハギノリュクス号・ペオース号・ルッジェーロ号・ロジペルレスト号

00036 1月9日 晴 良 （4中山1） 第3日 第12競走 ��1，600�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

712 ヒメノカリス 牝5鹿 55 横山 武史 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B456± 01：33．3 4．6�
34 レ ッ ド ロ ワ 牡4青鹿56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 社台牧場 490＋121：34．25 2．5�
610 ハリウッドヒルズ 牡5鹿 57 菅原 明良ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 81：34．41� 7．9�
814 ミモザイエロー 牝6栗 55 嶋田 純次青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 476＋ 4 〃 クビ 98．9�
11 ゲ バ ラ 牡6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± 0 〃 アタマ 8．7	
45 ペイシャフェスタ 牝4栗 54 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 482－ 61：34．5� 39．8

33 テンワールドレイナ 牝7栗 55 丹内 祐次天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 482＋ 4 〃 アタマ 135．8�
58 エメラルスター 牡8黒鹿 57

54 ▲横山 琉人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 462＋ 21：34．81� 293．7�
69 テ ン バ ガ ー 牡4鹿 56 M．デムーロ�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 520＋ 61：34．9クビ 3．8
57 コスモヨハネ 牡10栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 490－12 〃 クビ 104．1�
46 ゲンパチアイアン 牡5鹿 57

56 ☆秋山 稔樹平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 486＋ 21：35．1� 26．0�
711 クインズサン 牡9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± 01：35．31� 113．9�
22 ヘイワノツカイ 牡6栗 57 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 B470＋ 81：35．61� 27．2�
813	 コンモートフーガ 牡4黒鹿 56

53 ▲小林 凌大Mr．ホース 南田美知雄 新冠 ハクツ牧場 494＋ 21：39．1大差 588．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 108，497，800円 複勝： 133，001，400円 枠連： 46，143，500円
馬連： 218，397，300円 馬単： 93，824，900円 ワイド： 172，873，600円
3連複： 319，345，100円 3連単： 415，427，800円 計： 1，507，511，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 140円 � 200円 枠 連（3－7） 670円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 310円 �� 530円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 7，350円

票 数

単勝票数 計1084978 的中 � 187633（3番人気）
複勝票数 計1330014 的中 � 216115（3番人気）� 294998（1番人気）� 148538（5番人気）
枠連票数 計 461435 的中 （3－7） 52769（3番人気）
馬連票数 計2183973 的中 �� 259138（2番人気）
馬単票数 計 938249 的中 �� 45049（5番人気）
ワイド票数 計1728736 的中 �� 150882（2番人気）�� 78053（8番人気）�� 106650（4番人気）
3連複票数 計3193451 的中 ��� 161765（4番人気）
3連単票数 計4154278 的中 ��� 40940（16番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．1―11．1―11．5―12．1―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―34．6―45．7―57．2―1：09．3―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

ヒメノカリス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2019．11．30 阪神3着

2017．4．1生 牝5鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 12戦3勝 賞金 34，296，000円
〔騎手変更〕 ヘイワノツカイ号の騎手永野猛蔵は，第3競走での負傷のため石川裕紀人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンモートフーガ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月9日まで平地競走

に出走できない。

４レース目



（4中山1）第3日 1月9日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
良

競走回数 12回 出走頭数 176頭 本 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

212，910，000円
26，030，000円
1，460，000円
27，300，000円
75，623，000円
5，607，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
797，559，300円
1，137，328，000円
388，854，900円
1，742，007，600円
693，998，100円
1，426，095，100円
2，694，227，500円
3，032，394，800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 11，912，465，300円

総入場人員 4，763名 （有料入場人員 4，446名）
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