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00073 1月22日 晴 良 （4中山1） 第7日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時10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

612 サカエショウ 牡3鹿 56 横山 武史齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 514± 01：12．0 2．6�
36 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 452－ 21：12．74 8．3�
12 ダ ル ダ ヌ ス 牡3鹿 56 C．ルメール �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± 0 〃 ハナ 2．7�
24 キリシマタウン 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 442＋ 41：13．34 23．8�
815 カツノナインズ 牝3栗 54 岩部 純二勝野産業� 伊藤 伸一 日高 高山 博 424 ― 〃 ハナ 502．4	
47 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 438＋ 21：13．4� 15．9


23 サラフィエル 牡3栗 56 菊沢 一樹木部 厳生氏 鈴木慎太郎 日高 木部ファーム 440＋ 61：13．61� 259．7�
59 キュートハイカー 牝3青鹿 54

52 △山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 日高 豊洋牧場 414－ 41：13．7アタマ 42．0�

816 アーサーズウィーク 牡3鹿 56 津村 明秀 �シルクレーシング 新開 幸一 平取 坂東牧場 528＋241：14．01� 19．1
510 ブラッドライン 牡3黒鹿56 M．デムーロ前原 敏行氏 伊藤 大士 新冠 村田牧場 478± 0 〃 アタマ 15．6�
11 エムアイリーズン 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人岩崎 充利氏 青木 孝文 浦河 バンブー牧場 476＋10 〃 クビ 14．4�
48 エコロデビル 牡3栗 56 大野 拓弥原村 正紀氏 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 81：14．42� 16．8�
611 ペイシャフラガール 牝3栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 松永 康利 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 410＋ 41：14．5� 578．0�
714 レディビートル 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 400＋141：14．7� 361．1�
713 ナ ラ ン ホ 牡3栗 56 木幡 初也薪浦 亨氏 武市 康男 新ひだか 静内フアーム 482＋121：15．65 654．4�
35 ユーライクイット 牡3鹿 56 石川裕紀人小林 由明氏 池上 昌和 新冠 新冠伊藤牧場 484－ 41：16．66 323．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，041，700円 複勝： 64，551，200円 枠連： 13，211，000円
馬連： 76，166，600円 馬単： 34，121，100円 ワイド： 74，593，600円
3連複： 129，046，500円 3連単： 135，292，200円 計： 574，023，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 170円 � 130円 枠 連（3－6） 1，260円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 410円 �� 200円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 5，500円

票 数

単勝票数 計 470417 的中 � 142359（1番人気）
複勝票数 計 645512 的中 � 182619（1番人気）� 70840（3番人気）� 134793（2番人気）
枠連票数 計 132110 的中 （3－6） 8101（5番人気）
馬連票数 計 761666 的中 �� 49170（3番人気）
馬単票数 計 341211 的中 �� 13355（4番人気）
ワイド票数 計 745936 的中 �� 42338（3番人気）�� 110071（1番人気）�� 44454（2番人気）
3連複票数 計1290465 的中 ��� 82654（1番人気）
3連単票数 計1352922 的中 ��� 17819（7番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―12．4―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．2―46．6―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サカエショウ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2021．11．6 東京3着

2019．4．26生 牡3鹿 母 タピルージュ 母母 ネ ガ ノ 3戦1勝 賞金 9，000，000円
〔騎手変更〕 アーサーズウィーク号の騎手菅原明良は，病気のため津村明秀に変更。
〔制裁〕 レディビートル号の騎手杉原誠人は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・10番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユーライクイット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月22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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヴェスパーローズ号

00074 1月22日 晴 良 （4中山1） 第7日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時40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

22 イーサンバーニング 牡3鹿 56 江田 照男国本 勇氏 中野 栄治 浦河 山春牧場 504＋121：56．8 5．4�
57 ラインメッセージ 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 原田 久司 B490＋ 6 〃 クビ 17．4�
812 ブルーシグナル 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 B450± 01：57．33 52．0�
45 ストームシャドウ 牡3鹿 56 津村 明秀飯塚 知一氏 林 徹 千歳 社台ファーム 462－ 21：57．61� 29．7�
33 コパノキャスター 牡3芦 56 石川裕紀人小林 照弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 西村牧場 476－16 〃 クビ 27．4�
44 ウ イ ン ダ 牡3鹿 56 松岡 正海高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか ゴールドアップカンパニー 482－ 81：58．02� 21．0�
813 ギ ン リ ン 牡3芦 56

54 △山田 敬士江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 マリオステー
ブル 496－ 21：58．31� 742．5	

56 ザ ッ キ ン グ 牡3栗 56 横山 武史 
スリーエイチレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 548－ 21：58．4クビ 1．8�
711 アクアスパーダ 牡3黒鹿56 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 新冠 今野 活博 488－ 22：00．110 578．7�
11 トーセンタイタン 牡3黒鹿56 丸山 元気島川 哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 506＋18 〃 ハナ 12．4�
710 ケイティマジック 牡3鹿 56 菊沢 一樹瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 フクオカファーム 484＋ 22：01．58 4．0�
68 ノアダイオウ 牡3鹿 56 嶋田 純次佐山 公男氏 石毛 善彦 平取 スガタ牧場 B510± 02：02．14 733．9�
69 セキテイリュウビ 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人杉山 元洋氏 古賀 史生 日高 いとう牧場 516＋402：02．31� 205．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 39，357，400円 複勝： 61，124，700円 枠連： 10，609，400円
馬連： 55，600，200円 馬単： 31，882，700円 ワイド： 50，102，000円
3連複： 88，647，100円 3連単： 119，156，200円 計： 456，479，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 280円 � 520円 � 1，020円 枠 連（2－5） 470円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 6，030円

ワ イ ド �� 990円 �� 2，290円 �� 4，570円

3 連 複 ��� 24，820円 3 連 単 ��� 103，580円

票 数

単勝票数 計 393574 的中 � 58230（3番人気）
複勝票数 計 611247 的中 � 64844（3番人気）� 29995（4番人気）� 14134（9番人気）
枠連票数 計 106094 的中 （2－5） 17373（2番人気）
馬連票数 計 556002 的中 �� 12259（11番人気）
馬単票数 計 318827 的中 �� 3961（19番人気）
ワイド票数 計 501020 的中 �� 13536（11番人気）�� 5570（21番人気）�� 2751（31番人気）
3連複票数 計 886471 的中 ��� 2678（56番人気）
3連単票数 計1191562 的中 ��� 834（221番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．4―12．6―12．6―13．1―13．6―13．5―14．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．9―49．5―1：02．1―1：15．2―1：28．8―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．7―3F41．6
1
3
・（6，10）＝7－（4，12）－5（1，3，8）－（11，13）－2，9・（6，10）－7－12，4－3－5－8，2－13－（1，11）＝9

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

勝馬の
紹 介

イーサンバーニング �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 カリズマティック デビュー 2021．11．13 東京9着

2019．4．29生 牡3鹿 母 ターキッシュブルー 母母 フェアシャーリー 4戦1勝 賞金 6，220，000円
〔騎手変更〕 ブルーシグナル号の騎手菅原明良は，病気のため小林脩斗に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノアダイオウ号・セキテイリュウビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月

22日まで平地競走に出走できない。

第１回 中山競馬 第７日



00075 1月22日 晴 良 （4中山1） 第7日 第3競走 ��1，200�3歳新馬
発走11時10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 クールライズ 牡3鹿 56
53 ▲永野 猛蔵久木田 隆氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472 ―1：12．3 2．1�

47 ライズザトーチ 牝3黒鹿54 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 542 ―1：13．89 50．6�
12 デライトアゲン 牡3芦 56 野中悠太郎浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 浦河 佐々木 恵一 478 ―1：14．12 13．9�
510 フラッシュサンダー 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �グリーンファーム奥平 雅士 千歳 社台ファーム 426 ―1：14．2� 27．2�
24 ライトモティーフ 牡3黒鹿56 横山 武史水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 436 ―1：14．41� 5．0�
11 プティアンジュ 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 400 ―1：14．82� 45．9	

816 キ ソ ー 牝3栗 54 武士沢友治鈴木 康弘氏 古賀 史生 新冠 松浦牧場 422 ―1：15．01� 16．3

612 ラブバラード 牝3栗 54

52 △山田 敬士 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 414 ―1：15．21 421．4�
48 キリシマミッチー 牝3芦 54 大野 拓弥茂木 道和氏 大和田 成 新冠 川島牧場 446 ―1：15．41� 61．8
611 カ チ グ ミ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人�加藤牧場 高橋 裕 日高 加藤牧場 426 ―1：15．71� 47．5�
714 マサハヤブッカーズ 牡3栗 56 C．ルメール 中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 446 ―1：15．8� 3．6�
815 ホ ー ネ ッ ト 牡3栗 56 津村 明秀�木村牧場 石毛 善彦 日高 戸川牧場 426 ―1：16．01� 242．8�
59 コンエスペランサ 牝3鹿 54 松岡 正海西森 功氏 中野 栄治 様似 清水スタッド B454 ―1：16．1クビ 101．5�
35 フェルクアーサー 牡3鹿 56 田辺 裕信米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 444 ―1：16．31� 29．0�
23 ライクアパール 牝3青鹿54 江田 照男畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 中神牧場 460 ―1：16．51� 178．5�
36 オレノスゴワザ 牡3鹿 56 岩部 純二諸岡 慶氏 南田美知雄 日高 北田 剛 474 ―1：17．24 297．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，249，300円 複勝： 39，794，500円 枠連： 14，492，300円
馬連： 53，850，600円 馬単： 24，796，100円 ワイド： 45，619，000円
3連複： 77，640，800円 3連単： 82，989，400円 計： 378，432，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 660円 � 270円 枠 連（4－7） 1，860円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 7，890円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 510円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 13，420円 3 連 単 ��� 68，130円

票 数

単勝票数 計 392493 的中 � 147007（1番人気）
複勝票数 計 397945 的中 � 120405（1番人気）� 10656（9番人気）� 32698（4番人気）
枠連票数 計 144923 的中 （4－7） 6032（8番人気）
馬連票数 計 538506 的中 �� 6828（17番人気）
馬単票数 計 247961 的中 �� 2355（26番人気）
ワイド票数 計 456190 的中 �� 7939（15番人気）�� 24999（4番人気）�� 3082（36番人気）
3連複票数 計 776408 的中 ��� 4336（42番人気）
3連単票数 計 829894 的中 ��� 883（188番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―12．1―12．6―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．6―47．2―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クールライズ �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 Bernardini 初出走

2019．4．13生 牡3鹿 母 トゥービーハッピー 母母 Festival 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 デライトアゲン号の騎手菅原明良は，病気のため野中悠太郎に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アイファーロブスト号・オトニエル号・カペラスター号・キャストロゲイル号・キョウエイカーク号・

グリーンダイヤル号・ゴールドジャッジ号・ジェイエルエース号・ダノンブルズアイ号・テイエムジャーニー号・
ビクロイ号・フレンドキャット号・レガーロフェリス号

00076 1月22日 晴 良 （4中山1） 第7日 第4競走 1，800�3歳新馬
発走11時40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

12 ジ ョ イ ス 牡3鹿 56 横山 武史林 正道氏 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 512 ―1：56．8 1．7�
59 ラ ー ト リ ー 牝3栗 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 436 ―1：57．43� 33．1�
11 ア オ カ ミ 牡3青 56 大野 拓弥プレミアムレースホース 和田 勇介 日高 シンボリ牧場 468 ―1：58．57 8．0�
714 サバンナキャット 牡3鹿 56 黛 弘人石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 浜本牧場 536 ―1：58．6� 115．8�
815 デルマティターニア 牝3鹿 54 吉田 豊浅沼 廣幸氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 450 ―1：58．81 17．7�
713 ア イ ア コ ス 牡3栗 56 M．デムーロ尾上 寿夫氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 468 ― 〃 ハナ 35．5	
35 アルバダイヤー 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 522 ―1：59．43� 24．9


24 ロードマグマ 牡3鹿 56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 森永 聡 466 ―1：59．61� 47．8�
48 ブエナスエルテ 牝3鹿 54 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510 ―2：00．02 5．9�
23 イケメンプリンス 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 486 ―2：00．1クビ 17．7
612 シゲルオオカミ 牡3黒鹿56 菊沢 一樹森中 蕃氏 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 454 ―2：00．31� 368．3�
47 ダブルクロス 牡3鹿 56 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 日高 増尾牧場 492 ― 〃 クビ 220．3�
611 ア ン ダ ー レ 牡3黒鹿56 北村 宏司広尾レース� 中舘 英二 新ひだか 金 球美 452 ―2：00．72 38．5�
510 ミュークオーガス 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 有限会社石川牧場 538 ―2：01．02 107．8�
816 アテンハピネス 牡3青 56 松岡 正海�マークス 伊藤 伸一 新ひだか 本桐牧場 544 ―2：01．74 58．0�
36 カーニバルマーチ 牡3黒鹿56 野中悠太郎吉田 和美氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 592 ―2：02．65 14．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，280，300円 複勝： 51，812，500円 枠連： 17，894，300円
馬連： 56，728，200円 馬単： 30，185，800円 ワイド： 55，077，900円
3連複： 86，485，000円 3連単： 104，962，300円 計： 446，426，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 510円 � 180円 枠 連（1－5） 1，940円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 300円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 4，760円 3 連 単 ��� 22，730円

票 数

単勝票数 計 432803 的中 � 202305（1番人気）
複勝票数 計 518125 的中 � 197608（1番人気）� 15035（8番人気）� 61391（3番人気）
枠連票数 計 178943 的中 （1－5） 7125（6番人気）
馬連票数 計 567282 的中 �� 15620（8番人気）
馬単票数 計 301858 的中 �� 5681（10番人気）
ワイド票数 計 550779 的中 �� 13242（9番人気）�� 54335（2番人気）�� 6505（23番人気）
3連複票数 計 864850 的中 ��� 13623（13番人気）
3連単票数 計1049623 的中 ��� 3347（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．5―39．4―53．3―1：05．7―1：18．4―1：31．5―1：44．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ョ イ ス �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2019．1．24生 牡3鹿 母 ステラグレイス 母母 エリモエトワール 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワイタ号



00077 1月22日 晴 良 （4中山1） 第7日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時30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

816 エスペラント 牡3青鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：35．3 1．6�
59 � 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 500＋ 4 〃 クビ 9．8�
12 � キスアンドテル 牝3鹿 54 M．デムーロゴドルフィン 金成 貴史 愛 Godolphin 494± 01：35．61� 7．8�
47 ルージュカルミア 牝3鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 412－ 41：35．71 15．9�
24 グランアリエル 牡3鹿 56 石川裕紀人布施 慶士氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 474＋ 41：35．8クビ 4．8	
36 フィニッシュムーヴ 牡3鹿 56 横山 武史 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 472＋ 21：35．91 11．1

23 ジェノバフレイバー 牡3鹿 56 丸田 恭介尾田 信夫氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 460± 01：36．43 89．4�
510 マルヴァジーア 牝3青鹿 54

51 ▲永野 猛蔵水上 行雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 矢野牧場 440－ 4 〃 アタマ 117．9�
815 ペイシャガルボ 牡3青鹿56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 髙村 伸一 492＋141：36．71� 334．7
611 ツキニホエル 牡3栗 56 菊沢 一樹植村 仁氏 浅野洋一郎 浦河 木戸口牧場 428＋ 8 〃 ハナ 645．8�
48 シウラグランデ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 442－101：37．33� 254．7�
714 スカイシャイン 牝3栗 54 大野 拓弥小島 俊治氏 栗田 徹 浦河 辻 牧場 436＋ 21：37．4クビ 198．5�
612 コスモスフレ 牝3芦 54

51 ▲横山 琉人 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 81：37．61� 432．8�
11 デルマダンタリアン 牡3青鹿56 松岡 正海浅沼 廣幸氏 田中 剛 日高 ファニーヒルファーム 464± 0 〃 ハナ 232．3�
35 ヴィルトブローム 牝3鹿 54 吉田 豊伊藤 正樹氏 高橋 文雅 新ひだか 斉藤スタッド 464＋ 41：38．45 832．0�
713 スールトウショウ 牝3黒鹿54 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新冠 前川 隆範 414－141：39．03� 198．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，678，700円 複勝： 89，368，000円 枠連： 15，871，700円
馬連： 77，976，100円 馬単： 41，384，800円 ワイド： 74，148，800円
3連複： 116，335，500円 3連単： 165，187，800円 計： 641，951，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 180円 枠 連（5－8） 590円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 320円 �� 290円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 4，750円

票 数

単勝票数 計 616787 的中 � 304304（1番人気）
複勝票数 計 893680 的中 � 430655（1番人気）� 77185（5番人気）� 78863（3番人気）
枠連票数 計 158717 的中 （5－8） 20619（2番人気）
馬連票数 計 779761 的中 �� 80931（3番人気）
馬単票数 計 413848 的中 �� 34561（2番人気）
ワイド票数 計 741488 的中 �� 60639（4番人気）�� 70886（2番人気）�� 25941（9番人気）
3連複票数 計1163355 的中 ��� 51356（7番人気）
3連単票数 計1651878 的中 ��� 25194（13番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―11．5―11．5―12．2―11．5―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．8―35．3―46．8―59．0―1：10．5―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．3

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

勝馬の
紹 介

エスペラント �
�
父 エピファネイア �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2021．9．18 中山2着

2019．1．28生 牡3青鹿 母 ク レ オ ー ル 母母 リンガフランカ 3戦1勝 賞金 10，000，000円
〔発走状況〕 スールトウショウ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※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 ソウルフルハート号・デカメロン号

00078 1月22日 晴 良 （4中山1） 第7日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走13時05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

58 エンギダルマ 牡3鹿 56 横山 武史星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 506＋122：02．7 1．5�
69 レッドミラージュ 牝3鹿 54 C．ルメール 大島 昌也氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 412＋ 42：02．8� 5．8�
712 ロジスピード 牝3黒鹿54 M．デムーロ久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：02．9� 10．6�
610 ヴァプンアート 牡3鹿 56 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 平取 赤石牧場 456－ 22：03．32� 7．9�
22 ノーティアス 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 514± 02：03．51� 11．2�
33 ラスティンボーイ 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－ 42：03．71� 59．5�

813 ララパラプリュイ 牝3栗 54 戸崎 圭太フジイ興産	 田中 博康 浦河 ヒダカフアーム 448－ 22：03．91� 29．7

（法942）

34 アースロマン 牡3鹿 56 丸山 元気松山 増男氏 粕谷 昌央 新冠 高橋 忍 496＋12 〃 クビ 500．9�
46 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 484＋ 22：04．11� 27．6�
45 シャンブレー 牝3芦 54 津村 明秀栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 436－ 22：04．62� 202．4
814 アルカンサス 牡3鹿 56 吉田 豊一村 哲也氏 土田 稔 新冠 守矢牧場 478－ 22：04．71 132．5�
57 フォーンリリー 牝3黒鹿54 丸田 恭介ディアレストクラブ	 宗像 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 410－ 62：06．18 662．7�
711 ダイメイクロフネ 牝3芦 54 江田 照男宮本 孝一氏 本間 忍 日高 横井 哲 476＋ 42：06．84 120．6�
11 ジ ョ ウ レ ン 牡3黒鹿56 木幡 初也田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 458－12 （競走中止） 319．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，330，300円 複勝： 122，669，100円 枠連： 18，144，500円
馬連： 70，009，100円 馬単： 39，111，000円 ワイド： 62，634，900円
3連複： 104，835，700円 3連単： 159，614，700円 計： 620，349，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 180円 枠 連（5－6） 190円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 240円 �� 310円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 2，540円

票 数

単勝票数 計 433303 的中 � 227303（1番人気）
複勝票数 計1226691 的中 � 861217（1番人気）� 66893（3番人気）� 59289（5番人気）
枠連票数 計 181445 的中 （5－6） 73762（1番人気）
馬連票数 計 700091 的中 �� 134991（1番人気）
馬単票数 計 391110 的中 �� 55461（1番人気）
ワイド票数 計 626349 的中 �� 73033（2番人気）�� 52547（4番人気）�� 20460（7番人気）
3連複票数 計1048357 的中 ��� 69715（3番人気）
3連単票数 計1596147 的中 ��� 45509（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．8―12．1―12．5―12．2―12．0―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―37．0―49．1―1：01．6―1：13．8―1：25．8―1：38．1―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

エンギダルマ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．9．11 中山3着

2019．1．29生 牡3鹿 母 ア ユ サ ン 母母 バイザキャット 3戦1勝 賞金 7，770，000円
〔騎手変更〕 シャンブレー号の騎手菅原明良は，病気のため津村明秀に変更。
〔競走中止〕 ジョウレン号は，3コーナーで外側に逃避し，最後の直線コースで競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ジョウレン号は，令和4年1月23日から令和4年2月12日まで出走停止。停止期間の満了後に平地

調教再審査。



00079 1月22日 晴 良 （4中山1） 第7日 第7競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走13時35分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

612 アイヴォリードレス 牝3芦 54 C．ルメール �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454＋ 61：11．9 1．5�

48 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± 01：12．32� 16．4�
35 アーサーテソーロ 牡3栗 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか フジワラフアーム 520＋ 41：12．61� 13．4�
11 ペイシャカレン 牝3栗 54 江田 照男北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 446± 01：12．81	 97．4�
12 サンダップルド 牡3栗 56 横山 武史ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494± 0 〃 クビ 4．2	
816 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 484－ 21：12．9クビ 31．6�
24 スズカコテキタイ 牡3鹿 56 岩部 純二永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 480＋ 2 〃 ハナ 31．3�
815 ダンスウィズジョイ 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 430－14 〃 クビ 53．4

23 ベアグッジョブ 牡3鹿 56 柴田 大知熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 494＋ 6 〃 アタマ 412．5�
713 カブラヤジョウ 牝3鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 450± 01：13．0� 55．8�
36 エムティゲラン 牡3栗 56 菊沢 一樹�門別牧場 小野 次郎 浦河 富菜牧場 458＋101：13．21	 107．4�
611 クリノメガミエース 牝3栗 54 黛 弘人栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日西牧場 472－ 4 〃 クビ 199．8�
714
 スピードグラマー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Machmer
Hall 470＋ 41：13．3� 19．9�

47 モズゴールドメダル 牝3芦 54
51 ▲小林 脩斗 �キャピタル・システム 林 徹 日高 坪田 晃宜 444＋101：13．51	 42．2�

59 マブセレナード 牝3青鹿54 戸崎 圭太マブレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 466＋101：13．6クビ 62．6�
510 ケイティソルジャー 牡3栗 56 松岡 正海瀧本 和義氏 村山 明 日高 豊洋牧場 500＋201：14．66 53．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，412，600円 複勝： 192，101，400円 枠連： 19，813，700円
馬連： 95，475，100円 馬単： 48，089，200円 ワイド： 96，694，000円
3連複： 152，989，000円 3連単： 202，943，200円 計： 872，518，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 260円 � 220円 枠 連（4－6） 690円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 400円 �� 350円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 6，940円

票 数

単勝票数 計 644126 的中 � 331661（1番人気）
複勝票数 計1921014 的中 � 1346090（1番人気）� 63434（4番人気）� 79911（3番人気）
枠連票数 計 198137 的中 （4－6） 22141（3番人気）
馬連票数 計 954751 的中 �� 69209（3番人気）
馬単票数 計 480892 的中 �� 28220（4番人気）
ワイド票数 計 966940 的中 �� 64389（3番人気）�� 74753（2番人気）�� 14255（16番人気）
3連複票数 計1529890 的中 ��� 48207（6番人気）
3連単票数 計2029432 的中 ��� 21196（11番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．7―12．5―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．9―46．4―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．0
3 1（9，12）2（3，10，15）16，5（14，13，8）7，11（4，6） 4 1（9，12）2，8（3，15，16）（5，13）（10，7）（14，11）（4，6）

勝馬の
紹 介

アイヴォリードレス �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．10．2 中山1着

2019．3．22生 牝3芦 母 アイヴォリーカラー 母母 アピーリングストーリー 3戦2勝 賞金 17，400，000円
〔騎手変更〕 マブセレナード号の騎手菅原明良は，病気のため戸崎圭太に変更。
〔制裁〕 スズカコテキタイ号の騎手岩部純二は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 セイウンシデン号・トーセンキャロル号・ナックドロップス号・ライヴサファイア号

00080 1月22日 晴 良 （4中山1） 第7日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時05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

813 クリーンドリーム 牡4芦 56 横山 武史石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 482＋ 21：53．1 5．4�
814 ピュアジャッジ 牡4鹿 56 北村 宏司�山際牧場 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 498＋101：53．52� 11．2�
711 ワカミヤクオーレ 牡4鹿 56 戸崎 圭太芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 新冠 スカイビーチステーブル 492－ 21：53．82 3．6�
610� 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± 0 〃 ハナ 15．5�
57 ス レ プ ト ン 牡5鹿 57

54 ▲永野 猛蔵 �社台レースホース大和田 成 安平 追分ファーム 466± 01：54．32� 17．5�
58 スズノイナズマ 牡4青鹿56 丸山 元気小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 488＋ 81：54．94 20．7	
45 � 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. B504＋ 21：55．1	 85．9�
34 � ナイトフローリック 
4鹿 56 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 米 Woodford

Thoroughbreds B510＋ 61：55．21 3．7�
33 サ ル ー テ 
7鹿 57 大野 拓弥小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 558± 0 〃 ハナ 309．3
69 ジンフラッシュ 牡5青鹿57 武士沢友治長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 510± 01：55．62 15．6�
46 � コズミックマインド 牡4鹿 56 M．デムーロ
レッドマジック田島 俊明 米 Candy Mead-

ows LLC 466＋ 8 〃 クビ 5．8�
712 カガジャスティス 牡5鹿 57 江田 照男香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 532± 01：55．7� 72．4�
22 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 B496－ 21：55．91 462．5�
11 � ユーアーマイソウル 牡5鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 494± 01：57．17 568．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，158，800円 複勝： 71，036，300円 枠連： 17，315，800円
馬連： 92，085，700円 馬単： 35，895，900円 ワイド： 78，791，900円
3連複： 142，667，900円 3連単： 159，303，300円 計： 642，255，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 320円 � 150円 枠 連（8－8） 4，150円

馬 連 �� 4，940円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 400円 �� 880円

3 連 複 ��� 5，420円 3 連 単 ��� 43，480円

票 数

単勝票数 計 451588 的中 � 66664（3番人気）
複勝票数 計 710363 的中 � 100745（3番人気）� 45347（7番人気）� 154719（1番人気）
枠連票数 計 173158 的中 （8－8） 3231（16番人気）
馬連票数 計 920857 的中 �� 14422（20番人気）
馬単票数 計 358959 的中 �� 3583（29番人気）
ワイド票数 計 787919 的中 �� 13758（18番人気）�� 54389（2番人気）�� 22354（10番人気）
3連複票数 計1426679 的中 ��� 19712（17番人気）
3連単票数 計1593033 的中 ��� 2656（156番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．3―48．8―1：00．8―1：13．8―1：27．0―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリーンドリーム �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．3．27 中山13着

2018．5．6生 牡4芦 母 マヤノメメント 母母 ネ ガ ノ 7戦1勝 賞金 10，670，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔騎手変更〕 コズミックマインド号の騎手菅原明良は，病気のためM．デムーロに変更。
〔発走状況〕 カガジャスティス号は，枠内駐立不良〔坐る〕。



00081 1月22日 晴 良 （4中山1） 第7日 第9競走 ��1，800�
し の の め

東 雲 賞
発走14時35分（番組第10競走を順序変更） （芝・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
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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

55 スパイラルノヴァ 牡4黒鹿56 M．デムーロ�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ
ファーム 488－ 21：48．7 3．2�

11 ガ ン ダ ル フ 牡4鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500＋101：48．91 2．2�
66 アオイゴールド 牝4黒鹿54 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 460－ 61：49．01 14．4�
33 ハローユニコーン 牝8鹿 55 大野 拓弥 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 476＋ 61：49．21 101．2�
22 バルドルブレイン 牡4鹿 56 田辺 裕信エンジェルレーシング� 田村 康仁 えりも エクセルマネジメント 498－ 21：49．3� 29．1	
77 ネバーゴーンアウト �5青鹿57 杉原 誠人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 中田 英樹 498＋ 41：50．910 197．6

44 ホウオウサミット 牡4鹿 56 戸崎 圭太小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 494－ 4 （競走中止） 2．6�

（7頭）

売 得 金
単勝： 63，417，700円 複勝： 40，449，200円 枠連： 発売なし
馬連： 70，143，400円 馬単： 45，798，000円 ワイド： 41，940，700円
3連複： 83，542，800円 3連単： 249，020，600円 計： 594，312，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 150円 �� 340円 �� 350円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 3，730円

票 数

単勝票数 計 634177 的中 � 154012（3番人気）
複勝票数 計 404492 的中 � 109728（3番人気）� 122130（1番人気）
馬連票数 計 701434 的中 �� 163981（2番人気）
馬単票数 計 457980 的中 �� 45600（4番人気）
ワイド票数 計 419407 的中 �� 88594（2番人気）�� 26690（4番人気）�� 25490（5番人気）
3連複票数 計 835428 的中 ��� 67559（3番人気）
3連単票数 計2490206 的中 ��� 48401（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
11．8―24．4―36．8―49．9―1：01．9―1：13．6―1：25．2―1：36．6

コーナー
通過順位

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

2
4
・（2，6）7－（1，5）4－3・（2，6）5（1，7）3

勝馬の
紹 介

スパイラルノヴァ �

父 キ ズ ナ �


母父 Teofilo デビュー 2020．8．9 新潟2着

2018．2．3生 牡4黒鹿 母 アップワードスパイラル 母母 Welsh Cake 11戦3勝 賞金 44，373，000円
〔競走中止〕 ホウオウサミット号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 ホウオウサミット号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年2月22日まで出走できない。

00082 1月22日 晴 良 （4中山1） 第7日 第10競走 1，800�
はつあかね

初 茜 賞
発走15時10分（番組第9競走を順序変更） （ダート・右）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

813 コーラスケイト 牝4鹿 54 C．ルメール 大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 杵臼牧場 518＋ 21：53．8 4．4�
56 � ブルーカルセドニー 牝4鹿 54 横山 武史 KRジャパン 小野 次郎 新冠 村上 欽哉 444± 01：54．01� 2．5�
44 ヴァシリエフスキー 牝4鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：54．2� 3．0�
711 アラゴナイト 牝4黒鹿54 杉原 誠人重松 國建氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 456＋ 41：54．41� 16．3�
812 アドアステラ 牝6栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B474＋121：54．5クビ 19．5�
57 ジュールサイクル 牝5青 55 M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 458＋ 6 〃 クビ 12．6	
69 ペイシャオウユー 牝4栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 474＋161：54．81� 38．4

22 ア ヴ ァ ニ イ 牝5栗 55 石川裕紀人 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：54．9� 177．3�
68 アサクサマヤ 牝6鹿 55 北村 宏司櫻井 素子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 494＋ 81：55．32� 305．3�
45 � ツウカイヴィータ 牝5栗 55 小林 脩斗木村 直樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 萩澤 泰博 B472＋101：55．61� 48．1
710 マイコレット 牝4芦 54 江田 照男伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 B508＋ 41：55．92 125．6�
33 ナーシサステソーロ 牝5芦 55 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 454－ 21：56．21� 41．1�
11 ライクアジュエリー 牝5鹿 55 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム B460－ 21：56．62� 70．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 66，946，300円 複勝： 75，364，000円 枠連： 26，014，900円
馬連： 144，615，700円 馬単： 54，829，000円 ワイド： 105，485，100円
3連複： 213，018，800円 3連単： 258，566，700円 計： 944，840，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 120円 � 120円 枠 連（5－8） 450円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 270円 �� 310円 �� 190円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 5，580円

票 数

単勝票数 計 669463 的中 � 120928（3番人気）
複勝票数 計 753640 的中 � 107856（3番人気）� 189779（1番人気）� 165456（2番人気）
枠連票数 計 260149 的中 （5－8） 44444（2番人気）
馬連票数 計1446157 的中 �� 164744（2番人気）
馬単票数 計 548290 的中 �� 31906（4番人気）
ワイド票数 計1054851 的中 �� 93874（2番人気）�� 79694（3番人気）�� 154144（1番人気）
3連複票数 計2130188 的中 ��� 211165（1番人気）
3連単票数 計2585667 的中 ��� 33571（9番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．9―13．1―12．2―12．7―13．0―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―37．6―50．7―1：02．9―1：15．6―1：28．6―1：41．0

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

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

勝馬の
紹 介

コーラスケイト �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．3．20 中京2着

2018．6．2生 牝4鹿 母 カホマックス 母母 ジョリブロンド 7戦2勝 賞金 28，600，000円
［他本会外：1戦1勝］



00083 1月22日 晴 良 （4中山1） 第7日 第11競走 ��2，000�
は つ ふ じ

初富士ステークス
発走15時45分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，3．1．23以降4．1．16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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

811 レッドライデン 牡5青鹿54 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 500＋ 22：01．3 14．7�
11 パラダイスリーフ 牡6黒鹿56 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 22：01．4クビ 2．2�
33 ロードトゥフェイム 牡4鹿 54 北村 宏司岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 22：01．61� 10．2�
79 ヴェイルネビュラ 牡4鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 クビ 4．4�
55 マイネルミュトス 牡6青 54 M．デムーロ �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 B486＋ 62：01．7クビ 7．7	
22 ミスミルドレッド 牝5黒鹿54 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 456＋12 〃 クビ 7．5

78 エヴァーガーデン 牝5黒鹿52 松岡 正海 �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 482－ 22：02．22� 33．1�
810 ナリノモンターニュ 牡5黒鹿54 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 514－ 2 〃 クビ 24．5�
67 ウィナーポイント 牝7黒鹿51 永野 猛蔵岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 434＋14 〃 ハナ 34．8
66 タイセイモンストル 牡5鹿 54 戸崎 圭太田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 486＋ 42：02．73 18．0�
44 セイウンヴィーナス 牝5青鹿51 石川裕紀人西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 478＋ 22：02．8クビ 123．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 145，951，300円 複勝： 192，160，600円 枠連： 54，550，000円
馬連： 349，577，800円 馬単： 138，822，800円 ワイド： 263，561，000円
3連複： 565，087，600円 3連単： 793，906，400円 計： 2，503，617，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 360円 � 130円 � 250円 枠 連（1－8） 1，030円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，170円 �� 540円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 32，770円

票 数

単勝票数 計1459513 的中 � 79016（6番人気）
複勝票数 計1921606 的中 � 101815（7番人気）� 567426（1番人気）� 167033（5番人気）
枠連票数 計 545500 的中 （1－8） 40670（4番人気）
馬連票数 計3495778 的中 �� 155331（6番人気）
馬単票数 計1388228 的中 �� 24474（14番人気）
ワイド票数 計2635610 的中 �� 95832（8番人気）�� 29355（29番人気）�� 130414（4番人気）
3連複票数 計5650876 的中 ��� 82597（19番人気）
3連単票数 計7939064 的中 ��� 17559（112番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．8―12．2―12．2―11．8―11．9―11．8―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―37．7―49．9―1：02．1―1：13．9―1：25．8―1：37．6―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドライデン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．10．15 東京5着

2017．4．4生 牡5青鹿 母 ブランシェール 母母 アドヴァーシティ 20戦4勝 賞金 67，253，000円
〔騎手変更〕 ロードトゥフェイム号の騎手菅原明良は，病気のため北村宏司に変更。
〔発走状況〕 ロードトゥフェイム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

00084 1月22日 晴 良 （4中山1） 第7日 第12競走 2，200�4歳以上1勝クラス
発走16時25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
2：10．1
2：09．7

良
良

79 ホウオウリアリティ 牡4栗 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 484＋162：14．2 7．6�
44 カトゥルスフェリス 牝5鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 446± 02：14．73 4．4�
55 アスクヒーロー 牡4鹿 56 戸崎 圭太廣崎利洋HD� 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 502± 02：14．8� 4．1�
811 エトワールマタン 牝4鹿 54 津村 明秀丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 444－ 42：15．11� 13．5�
78 ヒシシュシュ 牝4鹿 54 田辺 裕信阿部 雅英氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 402－ 22：15．31� 6．0	
33 � スカイテラス 牡5黒鹿57 北村 宏司 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B506± 02：15．41 17．9

11 エクセレントラン �5鹿 57

54 ▲横山 琉人田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 478＋ 22：15．5� 116．7�
22 タイセイコマンド 牡4鹿 56

53 ▲永野 猛蔵田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B494－ 62：15．7� 13．0�
66 スフリエール 牝4黒鹿54 横山 武史吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472＋102：15．8� 5．3
810 キャニオニング 牝4鹿 54

51 ▲小林 脩斗吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 442＋102：16．33 139．5�
67 オラコモエスタス 牡5鹿 57 M．デムーロ玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 514－ 6 （競走中止） 12．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 100，865，900円 複勝： 132，392，800円 枠連： 33，958，600円
馬連： 188，063，300円 馬単： 72，716，500円 ワイド： 165，056，500円
3連複： 288，051，400円 3連単： 363，695，400円 計： 1，344，800，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 220円 � 180円 � 160円 枠 連（4－7） 750円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 740円 �� 580円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 19，180円

票 数

単勝票数 計1008659 的中 � 105244（5番人気）
複勝票数 計1323928 的中 � 141635（5番人気）� 198596（2番人気）� 234795（1番人気）
枠連票数 計 339586 的中 （4－7） 35002（2番人気）
馬連票数 計1880633 的中 �� 63397（10番人気）
馬単票数 計 727165 的中 �� 12637（20番人気）
ワイド票数 計1650565 的中 �� 54581（10番人気）�� 71624（6番人気）�� 109919（1番人気）
3連複票数 計2880514 的中 ��� 73487（5番人気）
3連単票数 計3636954 的中 ��� 13747（50番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―13．0―12．3―12．4―12．3―12．0―12．6―11．9―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．4―37．4―49．7―1：02．1―1：14．4―1：26．4―1：39．0―1：50．9―2：02．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．2
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウリアリティ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．12．19 中山3着

2018．4．11生 牡4栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 12戦2勝 賞金 22，650，000円
〔騎手変更〕 エトワールマタン号の騎手菅原明良は，病気のため津村明秀に変更。
〔競走中止〕 オラコモエスタス号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



（4中山1）第7日 1月22日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

198，450，000円
8，390，000円
28，140，000円
1，000，000円
22，720，000円
71，570，000円
4，482，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
760，690，300円
1，132，824，300円
241，876，200円
1，330，291，800円
597，632，900円
1，113，705，400円
2，048，348，100円
2，794，638，200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 10，020，007，200円

総入場人員 4，417名 （有料入場人員 4，215名）
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