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00037 1月10日 曇 良 （4中山1） 第4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

510 リオンラファール 牡3鹿 56 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 村上牧場 526＋101：12．2 14．5�
815 ニシノコニャック 牡3栗 56 北村 宏司西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 472± 01：12．41� 4．7�
48 ミンナノユメミノル 牡3栗 56 菅原 明良矢野 琢也氏 天間 昭一 新ひだか 橋本牧場 490－ 21：12．82 1．8�
59 � ウォーカーテソーロ 牝3栗 54 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 稲垣 幸雄 米 Mr. & Mrs.
Kenji Ryotokuji 436－ 21：13．11� 8．4�

47 スターオブフェイス 牡3鹿 56 丸山 元気光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 436＋ 21：13．52� 126．9�
713 ア マ ゴ 牝3鹿 54 戸崎 圭太越村 哲男氏 田島 俊明 浦河 栄進牧場 438－ 2 〃 クビ 19．5	
612 リ ュ タ ン 牡3鹿 56 松岡 正海 
ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 守矢牧場 486－ 8 〃 ハナ 26．0�
11 サンマルソムニア 牝3鹿 54 丸田 恭介相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新ひだか サカイファーム 444－ 4 〃 ハナ 471．7�
24 グ ル ー ト ン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ブルースターズファーム 和田 勇介 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 482＋ 4 〃 ハナ 11．2
35 マサノカヴァリエ 牡3鹿 56 石川裕紀人中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大

作ステーブル 490－ 41：13．6� 16．8�
714 ブ リ ラ ー ノ 牝3鹿 54 菱田 裕二前田 清二氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 486＋ 41：13．7クビ 192．5�
611 タイセイクレセント 牡3鹿 56 斎藤 新田中 成奉氏 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 480＋ 61：14．02 24．8�
23 シュバルツヴァイス 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗 
フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 41：14．21	 539．2�
12 オ ッ カ ナ イ 牝3芦 54

51 ▲原 優介由井健太郎氏 深山 雅史 浦河 ヒダカフアーム 426－ 41：14．51� 395．8�
36 ケイツーリタス 牝3黒鹿54 武士沢友治楠本 勝美氏 蛯名 利弘 日高 三輪牧場 426－101：15．03 263．5�
816 アストラガルス 牡3黒鹿56 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 浦河 株式会社 森

本スティーブル 452＋ 41：15．95 152．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，882，900円 複勝： 136，922，800円 枠連： 17，642，100円
馬連： 89，104，400円 馬単： 47，438，300円 ワイド： 90，852，500円
3連複： 161，454，100円 3連単： 192，711，700円 計： 786，008，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 220円 � 130円 � 110円 枠 連（5－8） 1，270円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 7，720円

ワ イ ド �� 680円 �� 430円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 18，020円

票 数

単勝票数 計 498829 的中 � 27461（5番人気）
複勝票数 計1369228 的中 � 59613（5番人気）� 174525（2番人気）� 807456（1番人気）
枠連票数 計 176421 的中 （5－8） 10763（6番人気）
馬連票数 計 891044 的中 �� 21436（11番人気）
馬単票数 計 474383 的中 �� 4605（23番人気）
ワイド票数 計 908525 的中 �� 28221（10番人気）�� 47568（5番人気）�� 166283（1番人気）
3連複票数 計1614541 的中 ��� 99746（3番人気）
3連単票数 計1927117 的中 ��� 7752（61番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．6―12．2―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．9―46．1―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リオンラファール �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．9．11 中山8着

2019．1．20生 牡3鹿 母 ソ ラ コ マ チ 母母 ブイルージュ 5戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 グルートン号の騎手永野猛蔵は，第3日第3競走での負傷のため柴田大知に変更。
※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） 1頭 ウルオイ号
（非抽選馬） 4頭 トキノファースト号・トビイロノヒトミ号・ペイシャアビイ号・ラブミーディザイア号

00038 1月10日 曇 良 （4中山1） 第4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

35 カ ラ ン セ 牝3鹿 54 伊藤 工真野田 努氏 金成 貴史 洞�湖 レイクヴィラファーム 474＋ 21：56．6 6．7�
815 ネ イ リ ッ カ 牝3芦 54 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 新冠 イワミ牧場 456± 01：56．91� 1．9�
59 チャメドレア 牝3鹿 54 菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 466－ 21：57．54 154．4�
36 キ ガ サ 牝3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± 01：58．24 9．2�
24 ルージュリッシュ 牝3青鹿54 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：58．51� 23．3	
510 ナンヨーアイリス 牝3栗 54 柴田 大知中村 德也氏 畠山 吉宏 新冠 株式会社

安達牧場 468＋ 21：58．71� 106．1

48 ラブベティー 牝3栗 54 横山 武史増田 陽一氏 尾形 和幸 新ひだか 橋本牧場 446＋ 21：59．01� 5．5�
612 ヤサカシュエット 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 458＋ 21：59．63� 9．3�
714 シュガーエンジェル 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 新ひだか 片山牧場 406－ 81：59．81� 323．7
713 マリノフィリア 牝3栗 54 野中悠太郎矢野 雅子氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 B460＋ 41：59．9クビ 44．4�
47 ライドアクロス 牝3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 506＋ 4 〃 クビ 427．8�
816 ドレミフォン 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B450－ 62：00．0クビ 37．7�
12 エンジェルモモ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 422＋ 42：00．31� 353．2�
23 キーファクター 牝3芦 54 富田 暁細谷 典幸氏 伊藤 大士 日高 木村牧場 466－ 22：01．910 426．1�
11 ビュートラン 牝3青鹿54 津村 明秀岡村 善行氏 牧 光二 日高 オリオンファーム 504＋162：02．96 12．2�
611 テイエムラニッコ 牝3栗 54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤川フアーム 498－ 62：04．17 389．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，399，500円 複勝： 80，096，200円 枠連： 16，557，300円
馬連： 83，015，300円 馬単： 40，389，300円 ワイド： 80，193，600円
3連複： 126，895，200円 3連単： 146，807，400円 計： 625，353，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 110円 � 2，170円 枠 連（3－8） 330円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 310円 �� 11，570円 �� 4，780円

3 連 複 ��� 26，530円 3 連 単 ��� 133，040円

票 数

単勝票数 計 513995 的中 � 61326（3番人気）
複勝票数 計 800962 的中 � 79314（4番人気）� 302771（1番人気）� 5269（11番人気）
枠連票数 計 165573 的中 （3－8） 38417（1番人気）
馬連票数 計 830153 的中 �� 96467（2番人気）
馬単票数 計 403893 的中 �� 18237（6番人気）
ワイド票数 計 801936 的中 �� 78641（2番人気）�� 1612（50番人気）�� 3939（34番人気）
3連複票数 計1268952 的中 ��� 3587（59番人気）
3連単票数 計1468074 的中 ��� 800（285番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．7―13．0―12．7―12．9―13．6―14．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．0―50．0―1：02．7―1：15．6―1：29．2―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．9―3F41．0
1
3
15（1，12，16）13－11，3（2，8）－7－5（9，10）（4，6）＝14
15－（1，16，12）－（11，8，13）（7，5）（2，9）－（4，6）3，10，14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ラ ン セ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．6．19 東京12着

2019．3．10生 牝3鹿 母 サ オ ヒ メ 母母 ハ ル カ ゼ 4戦1勝 賞金 5，970，000円
〔騎手変更〕 ラブベティ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武史に変更。

ヤサカシュエット号の騎手永野猛蔵は，第3日第3競走での負傷のため小林凌大に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビュートラン号・テイエムラニッコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月

10日まで平地競走に出走できない。
キーファクター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月10日まで平地競走

に出走できない。

第１回 中山競馬 第４日



00039 1月10日 曇 良 （4中山1） 第4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

610 サ ノ ラ キ 牡3鹿 56 松岡 正海佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 B492－ 41：57．3 29．4�
713 ワープスピード 牡3鹿 56 菅原 明良山田 弘氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 アタマ 2．0�
712 サパテアール 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 桑田フアーム B512＋ 4 〃 アタマ 7．8�
35 セ ン ジ ュ 牡3栗 56 武士沢友治荒井 城志氏 南田美知雄 青森 マルシチ牧場 462－ 21：57．61� 21．4�
11 セブンダートオー 牡3黒鹿56 横山 和生前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 496＋ 21：57．7� 8．9�
47 インブリウム 牡3栗 56 横山 武史 �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 442＋ 21：58．12� 3．9	
58 トーセンコップ 牡3栗 56 吉田 豊島川 
哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B478± 0 〃 クビ 93．1�
23 ヒーローオブチグサ 牡3芦 56 丹内 祐次芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 486＋ 21：58．62� 84．3�
815 ヒシアラカン 牡3栗 56 C．ルメール 阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B480＋101：58．7� 7．9
34 タクティーレン 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹吉田 晴哉氏 田島 俊明 安平 追分ファーム B524＋161：59．12 234．1�
59 ショウナンマーブル 牡3芦 56 大野 拓弥�湘南 加藤士津八 新ひだか 静内フジカワ牧場 524－ 61：59．84 36．4�
46 チ ョ ロ ヤ マ 牡3栗 56

53 ▲原 優介増田 和啓氏 小手川 準 平取 二風谷ファーム 434－ 22：00．54 307．2�
611 ハジメテノチュウ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 490± 02：01．13� 502．2�
814 ノアダイオウ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗佐山 公男氏 石毛 善彦 平取 スガタ牧場 510－ 22：02．37 662．7�
22 アレピアード 牡3鹿 56

54 △山田 敬士伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン
牧場 440± 02：03．04 726．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 58，069，100円 複勝： 68，178，800円 枠連： 15，895，500円
馬連： 88，415，300円 馬単： 40，352，100円 ワイド： 83，950，200円
3連複： 134，403，200円 3連単： 153，090，900円 計： 642，355，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，940円 複 勝 � 480円 � 140円 � 230円 枠 連（6－7） 2，210円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 8，900円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，980円 �� 320円

3 連 複 ��� 5，890円 3 連 単 ��� 57，590円

票 数

単勝票数 計 580691 的中 � 15793（7番人気）
複勝票数 計 681788 的中 � 26830（8番人気）� 172883（1番人気）� 70137（4番人気）
枠連票数 計 158955 的中 （6－7） 5567（9番人気）
馬連票数 計 884153 的中 �� 23645（10番人気）
馬単票数 計 403521 的中 �� 3399（29番人気）
ワイド票数 計 839502 的中 �� 19422（11番人気）�� 9901（21番人気）�� 77314（2番人気）
3連複票数 計1344032 的中 ��� 17095（21番人気）
3連単票数 計1530909 的中 ��� 1927（166番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．9―51．2―1：03．9―1：16．9―1：30．3―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．4
1
3

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

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

サ ノ ラ キ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．10．24 東京5着

2019．5．7生 牡3鹿 母 コーラルビュー 母母 ホウヨウマリン 3戦1勝 賞金 5，900，000円
〔発走状況〕 インブリウム号・ショウナンマーブル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。なお，インブリウム号は危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 インブリウム号・ショウナンマーブル号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アレピアード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月10日まで平地競走に

出走できない。
※出走取消馬 ノーブルフロスト号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※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 シャンダス号

00040 1月10日 曇 良 （4中山1） 第4日 第4競走 1，200�3歳新馬
発走11時25分 （ダート・右）

牝；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

48 ラブリネスオーバー 牝3芦 54 三浦 皇成髙栁 �男氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 502 ―1：12．2 4．0�
713 ハクサンセーラー 牝3栗 54 丹内 祐次河﨑 五市氏 菊川 正達 浦河 中村 雅明 430 ―1：12．94 65．5�
59 アレクサンドラ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 矢野 英一 新冠 アラキフアーム 496 ― 〃 アタマ 48．4�
11 キュートヘスティア 牝3栗 54 津村 明秀�杵臼牧場 辻 哲英 浦河 杵臼牧場 454 ―1：13．53� 7．1�
35 ミストーザイ 牝3鹿 54 横山 和生村田 哲朗氏 勢司 和浩 浦河 王蔵牧場 444 ―1：14．24 192．2	
24 イ ル ザ 牝3栗 54 大野 拓弥中辻 明氏 小手川 準 浦河 バンブー牧場 456 ―1：14．3クビ 133．8

612 アルファプリンセス 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子�貴悦 田村 康仁 新ひだか 三石川上牧場 496 ― 〃 ハナ 20．3�
12 メリヴェイユ 牝3鹿 54 C．ルメール 岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 470 ― 〃 クビ 2．6
816 アイファーマオ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大中島 稔氏 杉浦 宏昭 新ひだか 野表 篤夫 438 ―1：14．4� 186．3�
36 サリーギャップ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�梅田牧場 加藤士津八 浦河 梅田牧場 474 ―1：14．71� 5．0�
23 アイアンポート 牝3芦 54 岩部 純二池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか グローリーファーム 478 ―1：16．29 275．8�
611 ベ ル マ リ エ 牝3青鹿54 M．デムーロ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 大士 浦河 岡本牧場 446 ―1：16．51� 17．6�
714 タマノカリーナ 牝3青鹿 54

53 ☆秋山 稔樹玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 384 ―1：18．110 123．9�
815 レッツドゥイット 牝3鹿 54 内田 博幸日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 468 ―1：18．31� 98．6�
510 クインズソフィア 牝3栗 54 横山 武史 �ケイアイスタリオン 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 456 ― 〃 ハナ 9．8�

（15頭）
47 ルックアットユー 牝3鹿 54

51 ▲原 優介小林 由明氏 奥村 武 日高 船越牧場 486 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 53，074，100円 複勝： 55，189，600円 枠連： 18，409，100円
馬連： 69，999，700円 馬単： 32，932，000円 ワイド： 61，742，900円
3連複： 99，511，300円 3連単： 110，120，300円 計： 500，979，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 990円 � 810円 枠 連（4－7） 6，790円

馬 連 �� 8，910円 馬 単 �� 13，970円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 2，280円 �� 14，110円

3 連 複 ��� 73，530円 3 連 単 ��� 311，860円

票 数

単勝票数 差引計 530741（返還計 1154） 的中 � 104325（2番人気）
複勝票数 差引計 551896（返還計 2069） 的中 � 94992（3番人気）� 12542（9番人気）� 15602（8番人気）
枠連票数 差引計 184091（返還計 316） 的中 （4－7） 2100（16番人気）
馬連票数 差引計 699997（返還計 5647） 的中 �� 6086（24番人気）
馬単票数 差引計 329320（返還計 2483） 的中 �� 1768（43番人気）
ワイド票数 差引計 617429（返還計 7372） 的中 �� 6058（24番人気）�� 7059（21番人気）�� 1110（66番人気）
3連複票数 差引計 995113（返還計 17335） 的中 ��� 1015（126番人気）
3連単票数 差引計1101203（返還計 17950） 的中 ��� 256（566番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．5―12．0―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．2―46．2―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．0
3 ・（1，8）14（2，9）－（13，12）6，11，5－3（4，16）－10＝15 4 1，8，2，9（13，12）－14，6（11，5）－16，3，4＝10－15

勝馬の
紹 介

ラブリネスオーバー �
�
父 ザファクター �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2019．4．17生 牝3芦 母 ケイエスアカリ 母母 ダービーラブリネス 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 メリヴェイユ号の騎手永野猛蔵は，第3日第3競走での負傷のためC．ルメールに変更。
〔競走除外〕 ルックアットユー号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ルックアットユー号の調教師奥村武は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔その他〕 タマノカリーナ号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマノカリーナ号・レッツドゥイット号・クインズソフィア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和4年2月10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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エクセレントジェム号・キソー号・キタノステート号・キリシマミッチー号・クイーンドライヴ号・サザンエルフ号・

ユウグロスファクタ号



00041 1月10日 曇 良 （4中山1） 第4日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

817 スリーエクスプレス 牡3鹿 56 横山 武史永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486＋ 22：04．1 2．6�
713 マイネルメサイア 牡3芦 56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 458± 02：04．2クビ 5．9�
23 ルールオブルーラー 牡3黒鹿56 M．デムーロ諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 562－ 42：04．51� 34．1�
510 ノーティアス 牡3鹿 56 �島 克駿吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 514＋ 4 〃 クビ 300．0�
59 ローゼシュティア 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 458＋10 〃 ハナ 4．0	
11 フィルクローバー 牝3青 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 42：04．6� 139．7


714 ララパラプリュイ 牝3栗 54 津村 明秀フジイ興産� 田中 博康 浦河 ヒダカフアーム 450＋ 62：04．7クビ 95．4�
（法942）

24 ポッドヴァイン 牡3鹿 56 石川裕紀人小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 420＋ 42：04．8� 20．1�
47 レーヴディノエル 牝3芦 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 クビ 6．7
816 リュウバター 牡3鹿 56 江田 照男田中ふさ枝氏 田中 清隆 浦河 中村 雅明 486－ 82：05．01� 604．8�
48 ユ キ ア カ リ 牝3芦 54 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 浦河 辻 牧場 436＋10 〃 アタマ 22．8�
35 エイシンブギーマン 牡3鹿 56 坂井 瑠星平井 克彦氏 矢作 芳人 浦河 栄進牧場 496－ 22：05．42� 8．5�
612 ダイゴシンリュウ 牡3芦 56 斎藤 新長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 436± 02：05．5� 46．7�
36 ビレッジライナー 牡3鹿 56 大野 拓弥村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 沖田 忠幸 482± 02：05．6クビ 188．0�
611 ブラックアピール 牝3黒鹿54 菅原 明良 KRジャパン 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 クビ 57．2�
815 ホワイトエーレ 牡3芦 56

53 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 22：06．13 621．0�
12 リキノキセキ 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大佐竹 徹氏 天間 昭一 新ひだか 漆原 武男 372＋ 22：08．2大差 475．9�
（17頭）

売 得 金
単勝： 66，690，200円 複勝： 90，635，600円 枠連： 18，215，100円
馬連： 101，172，900円 馬単： 44，350，600円 ワイド： 98，126，000円
3連複： 151，712，700円 3連単： 158，815，500円 計： 729，718，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 180円 � 600円 枠 連（7－8） 730円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，510円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 4，760円 3 連 単 ��� 16，900円

票 数

単勝票数 計 666902 的中 � 200365（1番人気）
複勝票数 計 906356 的中 � 219812（1番人気）� 129042（3番人気）� 26802（8番人気）
枠連票数 計 182151 的中 （7－8） 19097（3番人気）
馬連票数 計1011729 的中 �� 99105（2番人気）
馬単票数 計 443506 的中 �� 24700（3番人気）
ワイド票数 計 981260 的中 �� 73849（2番人気）�� 15757（18番人気）�� 13798（20番人気）
3連複票数 計1517127 的中 ��� 23865（14番人気）
3連単票数 計1588155 的中 ��� 6812（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．7―49．3―1：02．0―1：14．3―1：26．9―1：39．2―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

スリーエクスプレス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．9．11 中山2着

2019．4．25生 牡3鹿 母 デ ラ モ ー レ 母母 ベラミアモーレ 5戦1勝 賞金 11，280，000円
〔騎手変更〕 ダイゴシンリュウ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斎藤新に変更。

ノーティアス号の騎手永野猛蔵は，第3日第3競走での負傷のため�島克駿に変更。

00042 1月10日 曇 良 （4中山1） 第4日 第6競走 1，800�3歳新馬
発走12時45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

67 キングズソード 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 浦河 日進牧場 500 ―1：56．8 1．7�

79 レッドラパルマ 牡3鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 478 ―1：57．0� 3．1�
33 ナツイチバン 牝3栗 54 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 有限会社

吉田ファーム 468 ―1：59．2大差 15．6�
44 ワンダースピアー 牡3栗 56 藤井勘一郎山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 506 ―1：59．41� 139．2�
811 キタノステート 牝3青 54 丸田 恭介北所 直人氏 石栗 龍彦 新冠 プログレスファーム 420 ―1：59．71� 98．7�
810 メールブルー 牡3鹿 56 三浦 皇成椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B508 ―2：00．01� 24．7	
22 ラッキーガブリエル 牝3栗 54 菅原 明良
ターフ・スポート高木 登 浦河 梅田牧場 476 ―2：00．95 21．5�
78 アラビアンパレス 牡3黒鹿56 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 江谷牧場 494 ―2：01．32� 60．4�
11 ティアップブランカ 牝3芦 54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 462 ―2：01．72� 30．5
66 アーテルレクス 牡3鹿 56 戸崎 圭太江口雄一郎氏 石坂 公一 浦河 杵臼牧場 514 ―2：02．02 12．8�
55 ローゼンヴォルフ 牡3鹿 56 横山 武史宮田 大三氏 黒岩 陽一 新ひだか フジワラフアーム B510 ―2：05．5大差 16．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，020，500円 複勝： 43，777，400円 枠連： 12，815，400円
馬連： 62，712，900円 馬単： 36，813，600円 ワイド： 53，860，100円
3連複： 95，635，400円 3連単： 148，174，100円 計： 502，809，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（6－7） 220円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 150円 �� 400円 �� 480円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 2，610円

票 数

単勝票数 計 490205 的中 � 227138（1番人気）
複勝票数 計 437774 的中 � 148891（1番人気）� 98394（2番人気）� 38485（4番人気）
枠連票数 計 128154 的中 （6－7） 44663（1番人気）
馬連票数 計 627129 的中 �� 204585（1番人気）
馬単票数 計 368136 的中 �� 67500（1番人気）
ワイド票数 計 538601 的中 �� 122696（1番人気）�� 28984（3番人気）�� 22847（6番人気）
3連複票数 計 956354 的中 ��� 77826（2番人気）
3連単票数 計1481741 的中 ��� 41133（2番人気）

ハロンタイム 12．8―12．6―13．2―13．4―12．7―13．3―12．9―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．4―38．6―52．0―1：04．7―1：18．0―1：30．9―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

キングズソード �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングヘイロー 初出走

2019．4．4生 牡3鹿 母 キングスベリー 母母 リボンストロベリー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 メールブルー号の騎手永野猛蔵は，第3日第3競走での負傷のため三浦皇成に変更。
〔その他〕 ローゼンヴォルフ号は，発走後まもなく他の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。
※キタノステート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



00043 1月10日 曇 良 （4中山1） 第4日 第7競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

815 ロ ス コ フ 牡4鹿 56 横山 武史吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 494＋ 41：54．3 3．6�
48 ワカミヤクオーレ 牡4鹿 56 丹内 祐次芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 新冠 スカイビーチステーブル 494＋ 61：55．47 7．0�
713� マサカウマザンマイ 牡4鹿 56 菱田 裕二鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 478＋13 〃 クビ 63．7�
510� ウインジョイフル 牡5青鹿 57

54 ▲小林 脩斗庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 松田牧場 B504＋10 〃 ハナ 27．9�
612 カンリンポチェ 牡4鹿 56 三浦 皇成窪田 芳郎氏 田村 康仁 浦河 大島牧場 B520＋101：55．5クビ 2．6�
12 ネオヒューズ 牡4栗 56 丸山 元気西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 508＋ 41：55．6� 25．2�
47 ペイシャジュン 牡4栗 56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 富田 恭司 B502＋121：56．13 7．7	
24 テンウォークライ 牡4栗 56 原田 和真天白 泰司氏 金成 貴史 日高 木村牧場 480± 01：56．31� 8．8

36 	 アメリカンエール 牡4芦 56 吉田 豊 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B502＋ 6 〃 クビ 23．7�
611� サトノパーシヴァル 牡5青鹿 57

56 ☆木幡 育也 �サトミホースカンパニー 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 462＋ 81：56．93� 39．1
59 サ ル ー テ 
7鹿 57 菅原 明良小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 558＋ 81：57．11� 101．1�
35 � シングンジョーイ 牡4鹿 56

53 ▲小林 凌大伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 456＋ 7 〃 ハナ 310．8�
714 ダ イ モ ー ン 牡4黒鹿56 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 B532± 01：57．2クビ 37．6�
11 ヴォーグマチネ 牡4鹿 56 津村 明秀志村 幸彦氏 牧 光二 新冠 坂元 芳春 B498＋121：57．51� 222．2�
816 アララトテソーロ 牡6栗 57

54 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 和田 雄二 浦河 笹島 政信 494＋ 41：57．92� 542．5�

23 クラウドスケープ 牡6黒鹿57 黛 弘人下河辺俊行氏 村田 一誠 日高 下河辺牧場 488－141：58．32 304．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，606，900円 複勝： 79，443，800円 枠連： 18，929，700円
馬連： 98，489，200円 馬単： 41，226，600円 ワイド： 90，898，300円
3連複： 153，125，800円 3連単： 171，182，200円 計： 708，902，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 230円 � 1，120円 枠 連（4－8） 740円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，870円 �� 6，780円

3 連 複 ��� 23，950円 3 連 単 ��� 80，060円

票 数

単勝票数 計 556069 的中 � 123441（2番人気）
複勝票数 計 794438 的中 � 150485（2番人気）� 91553（4番人気）� 13784（12番人気）
枠連票数 計 189297 的中 （4－8） 19776（3番人気）
馬連票数 計 984892 的中 �� 63715（3番人気）
馬単票数 計 412266 的中 �� 15288（5番人気）
ワイド票数 計 908983 的中 �� 58389（3番人気）�� 7755（33番人気）�� 3234（49番人気）
3連複票数 計1531258 的中 ��� 4795（69番人気）
3連単票数 計1711822 的中 ��� 1550（240番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．0―38．2―51．1―1：03．5―1：15．9―1：28．4―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロ ス コ フ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．11 福島4着

2018．2．6生 牡4鹿 母 ベルプラージュ 母母 ベルフィーチャー 11戦2勝 賞金 24，200，000円
〔騎手変更〕 ロスコフ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武史に変更。
〔制裁〕 サルーテ号の騎手菅原明良は，向正面での御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

00044 1月10日 曇 良 （4中山1） 第4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 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

36 キ ミ ワ テ ル 牡4栗 56 C．ルメール 浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 496－ 21：11．4 1．6�
612 タケルラスティ 牡5栗 57 坂井 瑠星森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 504± 0 〃 ハナ 7．5�
11 コ パ シ ー ナ �5栗 57 三浦 皇成椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494－ 4 〃 ハナ 18．0�
59 トモジャドット 牡6栗 57 菅原 明良吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 546＋ 41：11．5� 14．6�
816 ブーケオブアイリス 牡4黒鹿56 戸崎 圭太小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 508＋ 6 〃 クビ 12．3�
48 ニシノライトニング 牡4鹿 56 野中悠太郎成田 隆好氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 516＋ 2 〃 アタマ 13．2�
510 クリノイコライザー �5栗 57 斎藤 新栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 448－ 4 〃 ハナ 38．7	
713 ピ ナ ク ル ズ �9黒鹿 57

54 ▲原 優介ライオンレースホース
 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 514－ 21：11．81� 72．9�
47 ネヴァタップアウト 牡5栗 57 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 534＋ 6 〃 ハナ 28．4�
12 コーリングローリー 牡5栗 57 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 464＋101：11．9クビ 136．8
23 サンキーウエスト 牝5青鹿55 岩部 純二 
加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 462＋ 81：12．11 310．1�
24 カミノホウオー 牡5黒鹿 57

55 ◇藤田菜七子村上 正喜氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 522＋ 81：12．21 32．4�
35 キュムロンニンバス 牡4鹿 56 黛 弘人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 496± 01：12．3クビ 54．8�
815 チャイブテソーロ 牝4栗 54 	島 克駿了德寺健二ホール

ディングス
 武市 康男 日高 本間牧場 478－ 2 〃 クビ 39．5�
714 キモンブラウン 牝4栗 54 嶋田 純次小林 祥晃氏 手塚 貴久 新冠 ヤマタケ牧場 B460＋ 41：12．93� 14．1�
611 ウインプロスト 牡4鹿 56 丹内 祐次
ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム B486＋ 81：13．21� 604．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，144，900円 複勝： 203，422，200円 枠連： 26，513，100円
馬連： 131，373，200円 馬単： 70，660，600円 ワイド： 138，245，100円
3連複： 224，801，700円 3連単： 294，449，100円 計： 1，165，609，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 200円 � 310円 枠 連（3－6） 770円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 380円 �� 650円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 10，070円

票 数

単勝票数 計 761449 的中 � 369263（1番人気）
複勝票数 計2034222 的中 � 1186251（1番人気）� 133329（2番人気）� 71766（6番人気）
枠連票数 計 265131 的中 （3－6） 26514（4番人気）
馬連票数 計1313732 的中 �� 128693（3番人気）
馬単票数 計 706606 的中 �� 50915（3番人気）
ワイド票数 計1382451 的中 �� 100642（2番人気）�� 54023（6番人気）�� 23115（19番人気）
3連複票数 計2248017 的中 ��� 49064（11番人気）
3連単票数 計2944491 的中 ��� 21181（21番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．6―12．1―11．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．2―46．3―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ミ ワ テ ル �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．10．25 東京5着

2018．1．29生 牡4栗 母 ラインダール 母母 チアズメッセージ 10戦3勝 賞金 40，244，000円
〔騎手変更〕 カミノホウオー号の騎手永野猛蔵は，第3日第3競走での負傷のため藤田菜七子に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コーリンバニラ号
（非抽選馬） 3頭 エターナルダイヤ号・グランドストローク号・モリトユウブ号



00045 1月10日 曇 良 （4中山1） 第4日 第9競走 ��
��2，400�

な り た

成 田 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

成田市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

58 レッドソルダード �4黒鹿56 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 494＋ 42：36．5 19．2�
69 オンザフェーヴル 牡5栗 57 富田 暁廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 488－ 22：36．71	 2．5�
610 ポップフランセ 牡6栗 57 北村 宏司吉田 照哉氏 小林 真也 千歳 社台ファーム B456－ 82：37．23 100．2�
711 グッドリドゥンス 牡5栗 57 勝浦 正樹林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 496＋ 4 〃 ハナ 12．0�
45 オンワードセルフ 牡6鹿 57 
島 克駿樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B486＋ 42：37．51� 281．9�
34 トウカイオルデン 牡7鹿 57 田中 勝春内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 B482± 02：37．7� 97．0	
712 イ ベ リ ア 牡7黒鹿57 戸崎 圭太森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502－122：37．8� 11．5

813 プルミエロール 牡4青鹿56 菅原 明良 �キャロットファーム 寺島 良 千歳 社台ファーム B490＋ 42：38．0� 7．4�
22 ザプラウドワンズ �6鹿 57 小坂 忠士小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 502＋ 4 〃 ハナ 249．7
11 ヴォートルエロー 牡5鹿 57 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 496＋ 8 〃 クビ 25．4�
33 ネオストーリー 牡5青鹿57 内田 博幸藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 468± 02：38．42� 22．2�
57 プチティラン 牡6鹿 57 丸田 恭介 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 466＋ 22：39．14 69．3�
814 ヒッチコック 牡6芦 57 坂井 瑠星薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 514－ 2 〃 ハナ 19．5�
46 カフェキング 牡5黒鹿57 横山 和生西川 光一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B484＋ 42：42．1大差 3．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 59，602，500円 複勝： 70，804，900円 枠連： 26，124，500円
馬連： 124，351，900円 馬単： 52，377，100円 ワイド： 100，771，300円
3連複： 194，924，400円 3連単： 241，230，600円 計： 870，187，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 510円 � 150円 � 1，270円 枠 連（5－6） 2，140円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 8，120円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 16，840円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 53，310円 3 連 単 ��� 276，290円

票 数

単勝票数 計 596025 的中 � 24830（6番人気）
複勝票数 計 708049 的中 � 29690（8番人気）� 179114（1番人気）� 10903（11番人気）
枠連票数 計 261245 的中 （5－6） 9436（8番人気）
馬連票数 計1243519 的中 �� 31448（10番人気）
馬単票数 計 523771 的中 �� 4832（30番人気）
ワイド票数 計1007713 的中 �� 22984（13番人気）�� 1500（70番人気）�� 9895（25番人気）
3連複票数 計1949244 的中 ��� 2742（108番人気）
3連単票数 計2412306 的中 ��� 633（540番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―11．9―13．2―14．7―14．5―13．6―12．4―12．5―12．8―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．8―36．7―49．9―1：04．6―1：19．1―1：32．7―1：45．1―1：57．6―2：10．4―2：23．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドソルダード �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．12 阪神2着

2018．5．2生 �4黒鹿 母 レッドソンブレロ 母母 スカーレットレディ 12戦2勝 賞金 30，645，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔調教再審査〕 カフェキング号は，2周目3コーナーから最後の直線コースにかけて内側に逃避しようとしたことについて平地調教再
審査。

00046 1月10日 曇 良 （4中山1） 第4日 第10競走 ��
��2，200�

げいしゅん

迎春ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

58 ス マ イ ル 牡6鹿 57 C．ルメール 石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B540＋ 62：14．7 8．6�
713 キングオブドラゴン 牡5黒鹿57 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 502＋ 42：15．02 12．8�
34 エドノフェリーチェ 牝5芦 55 M．デムーロ遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B466＋ 4 〃 アタマ 5．3�
815 サトノラディウス �6鹿 57 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 496＋ 82：15．1クビ 14．4�
610 ウシュバテソーロ 牡5鹿 57 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 524＋ 4 〃 アタマ 24．6�
35 ダンディズム �6黒鹿57 富田 暁 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 B476－ 62：15．3	 12．9	
611 セファーラジエル 牡4鹿 56 
島 克駿 
サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 534＋10 〃 アタマ 7．4�
712 ヤマニンマヒア 牡6黒鹿57 津村 明秀土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 460＋ 8 〃 クビ 140．4�
23 サトノグロワール 牡7黒鹿57 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 520＋ 42：15．4クビ 91．8
11 ベデザンジュ 牝5鹿 55 石橋 脩�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋282：15．5� 23．5�
59 ルペルカーリア 牡4鹿 56 横山 武史 
キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508＋ 6 〃 アタマ 2．4�
47 エヴァーガーデン 牝5黒鹿55 丹内 祐次 
コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 22：15．6� 37．5�
22 ナリノモンターニュ 牡5黒鹿57 大野 拓弥成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 516＋ 62：15．7	 22．9�
46 サウンドバーニング 牡10鹿 57 斎藤 新増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B430－ 22：16．33� 336．9�
814 ニューポート 牡6黒鹿57 菅原 明良馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 464＋ 42：17．89 330．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 93，422，800円 複勝： 140，570，500円 枠連： 44，140，600円
馬連： 219，765，500円 馬単： 78，908，300円 ワイド： 185，995，400円
3連複： 345，605，600円 3連単： 368，408，900円 計： 1，476，817，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 270円 � 380円 � 180円 枠 連（5－7） 1，290円

馬 連 �� 5，230円 馬 単 �� 9，740円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 690円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 7，600円 3 連 単 ��� 51，070円

票 数

単勝票数 計 934228 的中 � 86244（4番人気）
複勝票数 計1405705 的中 � 129963（4番人気）� 83329（7番人気）� 235892（2番人気）
枠連票数 計 441406 的中 （5－7） 26470（6番人気）
馬連票数 計2197655 的中 �� 32547（19番人気）
馬単票数 計 789083 的中 �� 6071（34番人気）
ワイド票数 計1859954 的中 �� 27604（20番人気）�� 71285（4番人気）�� 47753（11番人気）
3連複票数 計3456056 的中 ��� 34091（26番人気）
3連単票数 計3684089 的中 ��� 5230（166番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―13．2―12．7―12．8―12．3―12．0―11．8―11．5―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．6―37．8―50．5―1：03．3―1：15．6―1：27．6―1：39．4―1：50．9―2：02．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ス マ イ ル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．3．10 中山1着

2016．2．28生 牡6鹿 母 アシュレイリバー 母母 チャールストンハーバー 16戦4勝 賞金 76，011，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 ベデザンジュ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石橋脩に変更。

２レース目



00047 1月10日 曇 良 （4中山1） 第4日 第11競走 ��
��1，600�第38回フェアリーステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
牝，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
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

48 ラ イ ラ ッ ク 牝3鹿 54 M．デムーロ芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 420－ 41：35．2 7．1�
23 スターズオンアース 牝3黒鹿54 石橋 脩 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 474＋ 61：35．3クビ 4．3�
12 ビジュノワール 牝3青鹿54 大野 拓弥吉田 勝己氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 438－ 41：35．51	 17．8�
816 フィールシンパシー 牝3鹿 54 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 440－10 〃 クビ 35．0�
47 ブルトンクール 牝3栗 54 菅原 明良会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 444－ 21：35．6クビ 78．9�
35 スクルトゥーラ 牝3鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 436＋12 〃 クビ 6．2	
24 ニシノラブウインク 牝3鹿 54 三浦 皇成西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 456＋ 41：35．7クビ 8．4

713 ヴァンルーラー 牝3鹿 54 戸崎 圭太サイプレスホール

ディングス合同会社 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 〃 クビ 29．4�
11 エバーシャドネー 牝3鹿 54 藤岡 佑介宇田 豊氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 454－ 21：35．91	 5．3�
59 エリカヴィータ 牝3青 54 C．ルメール 三木 正浩氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 438－ 61：36．0
 5．3
815 テーオーシャルマン 牝3青鹿54 横山 和生小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 480＋ 41：36．21	 220．6�
36 � スピードグラマー 牝3鹿 54 木幡 育也長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Machmer

Hall 466－ 21：36．3
 38．1�
612 ユ キ ヤ ナ ギ 牝3鹿 54 勝浦 正樹山口 敦広氏 的場 均 新冠 山岡ファーム 446＋ 61：36．4� 240．2�
611 ウラカワノキセキ 牝3鹿 54 津村 明秀ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 456－ 61：36．5
 133．1�
714 ポケットシンデレラ 牝3鹿 54 菱田 裕二田畑 利彦氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 426－ 21：36．81� 56．1�
510 スプリットザシー 牝3鹿 54 丸山 元気吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 388－ 61：37．22� 28．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 353，371，700円 複勝： 453，541，000円 枠連： 191，429，800円
馬連： 1，018，877，300円 馬単： 365，205，300円 ワイド： 833，234，400円
3連複： 2，026，212，200円 3連単： 2，443，573，300円 計： 7，685，445，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 260円 � 170円 � 420円 枠 連（2－4） 1，010円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 700円 �� 2，150円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 8，250円 3 連 単 ��� 39，100円

票 数

単勝票数 計3533717 的中 � 393712（5番人気）
複勝票数 計4535410 的中 � 441418（6番人気）� 861860（1番人気）� 233062（7番人気）
枠連票数 計1914298 的中 （2－4） 146304（4番人気）
馬連票数 計10188773 的中 �� 508917（5番人気）
馬単票数 計3652053 的中 �� 79428（10番人気）
ワイド票数 計8332344 的中 �� 342378（5番人気）�� 102638（24番人気）�� 150001（17番人気）
3連複票数 計20262122 的中 ��� 184156（26番人気）
3連単票数 計24435733 的中 ��� 45308（126番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．8―12．1―12．3―11．8―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．5―47．6―59．9―1：11．7―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．3

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

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

ラ イ ラ ッ ク �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．10．16 東京1着

2019．4．28生 牝3鹿 母 ヴィーヴァブーケ 母母 ブルーリッジリバー 3戦2勝 賞金 44，574，000円
〔騎手変更〕 フィールシンパシ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坂井瑠星に変更。
〔制裁〕 スプリットザシー号の騎手丸山元気は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：14番・9番）
〔調教再審査〕 スプリットザシー号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
※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 サウンドビバーチェ号・モズゴールドバレル号

00048 1月10日 曇 良 （4中山1） 第4日 第12競走 ��1，600�4歳以上1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 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
1：30．3
1：30．3

良
良

611 スリートップキズナ 牡4黒鹿56 石橋 脩永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B454－ 41：34．3 3．2�
12 パラレルキャリア 牝6鹿 55 菱田 裕二 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 2 〃 クビ 26．3�
815� コスモアディラート 牡4鹿 55 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 和田正一郎 豪 Mr G Harvey 484－ 81：34．72� 5．0�
11 レッジャードロ 牝4栗 54 吉田 豊大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 432－ 21：34．8クビ 19．5�
35 ブルメンダール 牡4青 56 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 470± 01：35．11� 4．4	
23 モメントグスタール 	4鹿 56 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中脇 満 466＋ 81：35．31
 36．1

713 ポレンティア 牝5青鹿55 横山 武史 �シルクレーシング 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B518＋101：35．51� 6．3�
24 � トーアアネラ 牝4鹿 54 菅原 明良高山ランド� 天間 昭一 豊浦トーア牧場 458－ 31：35．6� 112．7�
816 マーベラスアゲン 牡6鹿 57

54 ▲小林 凌大浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 484＋ 21：35．7� 110．2
510 ココリホウオウ 牡4鹿 56 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 高橋フアーム 482＋101：35．8クビ 5．4�
36 � ドリームメッセージ 牡5鹿 57 丸山 元気堀口 晴男氏 稲垣 幸雄 浦河 高岸 順一 464＋221：36．22� 229．0�
48 � ノーブルパレス 牡4鹿 56 宮崎 北斗吉木 伸彦氏 粕谷 昌央 新冠 新冠伊藤牧場 460－ 71：36．31 48．2�
47 � オールマイフレンズ 牝4青鹿54 大野 拓弥松田 整二氏 新開 幸一 浦河 富塚ファーム 442－ 41：36．62 163．4�
59 � ウ ェ ル シ ー 牝5黒鹿55 勝浦 正樹�下河辺牧場 村田 一誠 日高 下河辺牧場 506＋ 21：37．34 242．2�
714� ブ レ リ ア 牝4青鹿54 松岡 正海 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 村田 一誠 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 71：37．4クビ 225．9�
（15頭）

612 レーヴドゥラプレリ 牝4鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 109，849，900円 複勝： 127，415，800円 枠連： 43，136，300円
馬連： 234，945，400円 馬単： 89，707，600円 ワイド： 187，492，400円
3連複： 350，377，300円 3連単： 438，754，400円 計： 1，581，679，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 450円 � 190円 枠 連（1－6） 1，740円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 940円 �� 340円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 23，220円

票 数

単勝票数 計1098499 的中 � 272277（1番人気）
複勝票数 計1274158 的中 � 290885（1番人気）� 54055（7番人気）� 175723（4番人気）
枠連票数 計 431363 的中 （1－6） 19116（10番人気）
馬連票数 計2349454 的中 �� 53366（12番人気）
馬単票数 計 897076 的中 �� 13587（21番人気）
ワイド票数 計1874924 的中 �� 48553（11番人気）�� 159434（2番人気）�� 28734（16番人気）
3連複票数 計3503773 的中 ��� 66577（12番人気）
3連単票数 計4387544 的中 ��� 13697（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―34．9―46．6―58．5―1：10．3―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スリートップキズナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．10．18 京都1着

2018．3．16生 牡4黒鹿 母 トップオブザヘヴン 母母 アイアンドユー 13戦2勝 賞金 30，020，000円
〔出走取消〕 レーヴドゥラプレリ号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 スリートップキズナ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石橋脩に変更。

モメントグスタール号の騎手永野猛蔵は，第3日第3競走での負傷のため三浦皇成に変更。
〔制裁〕 ブレリア号の騎手松岡正海は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・6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 アムールマルルー号・ゴスホーククレスト号・コスモノート号・ロジローズ号

４レース目



（4中山1）第4日 1月10日 （祝日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

247，200，000円
8，210，000円
29，950，000円
1，760，000円
30，950，000円
78，568，000円
5，277，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
1，076，135，000円
1，549，998，600円
449，808，500円
2，322，223，000円
940，361，400円
2，005，362，200円
4，064，658，900円
4，867，318，400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 17，275，866，000円

総入場人員 4，706名 （有料入場人員 4，389名）
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