
3300112月3日 曇 稍重 （4中山5） 第1日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

47 セイウンダマシイ 牡2青 55 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 新ひだか タツヤファーム 476± 01：12．3 3．4�
23 デイズオブドリーム 牝2青 54 岩田 望来諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 410＋ 6 〃 アタマ 11．7�
11 ダークンストーミー 牡2黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子荒井 眞澄氏 小笠 倫弘 浦河 上山牧場 442－ 61：12．4クビ 18．4�
12 エクトゥシュタール 牡2鹿 55 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 嶋田牧場 436＋ 21：13．14 167．3�
713 カツノテンス 牡2黒鹿55 松岡 正海勝野産業� 伊藤 伸一 新冠 新冠伊藤牧場 446＋101：13．31 20．5	
612 アンジュール 牝2鹿 54 嶋田 純次伊東 純一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 418－ 41：13．51� 7．0

48 マ ラ マ プ ア 牝2栗 54

53 ☆永野 猛蔵加藤 治氏 伊藤 圭三 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 クビ 4．4�
510 リトルポッド 牡2鹿 55 M．デムーロ小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 424－ 41：13．6� 29．0�
35 ピオニーシャルム 牝2栗 54 石川裕紀人ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 高橋 裕 新ひだか 田中 裕之 508＋ 41：14．45 3．9
24 アグリモニー 牝2鹿 54 江田 照男�ORTEGA 大江原 哲 新冠 株式会社

安達牧場 442± 01：14．61� 186．1�
36 ベアラブリー 牝2鹿 54 勝浦 正樹熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 464＋ 21：14．92 361．7�
59 スマイルフレンド 牝2鹿 54 大野 拓弥鈴木 正一氏 本間 忍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 438－ 6 〃 クビ 61．4�
815 カシノスターリング 牡2栗 55 岩部 純二柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 雄二 472＋12 〃 ハナ 293．7�
611 ストロベリーツー 牡2黒鹿 55

52 ▲土田 真翔ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 448－101：15．21� 444．0�

714 ゴールドフォックス 牡2鹿 55
53 △山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 株式会社 新

冠川上牧場 446± 01：15．41� 250．6�
816 ゼロフェイス 牡2黒鹿55 木幡 巧也 STレーシング 牧 光二 新冠 村上 欽哉 436＋ 41：16．99 73．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，559，900円 複勝： 40，833，700円 枠連： 12，348，900円
馬連： 52，718，600円 馬単： 23，232，100円 ワイド： 47，007，800円
3連複： 86，412，400円 3連単： 87，457，600円 計： 380，571，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 260円 � 520円 枠 連（2－4） 700円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，070円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 8，070円 3 連 単 ��� 27，930円

票 数

単勝票数 計 305599 的中 � 74525（1番人気）
複勝票数 計 408337 的中 � 100617（1番人気）� 37489（5番人気）� 15385（7番人気）
枠連票数 計 123489 的中 （2－4） 13490（4番人気）
馬連票数 計 527186 的中 �� 27510（6番人気）
馬単票数 計 232321 的中 �� 7312（10番人気）
ワイド票数 計 470078 的中 �� 22563（7番人気）�� 11158（12番人気）�� 4136（27番人気）
3連複票数 計 864124 的中 ��� 8021（22番人気）
3連単票数 計 874576 的中 ��� 2270（90番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．3―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．5―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンダマシイ �
�
父 ネ ロ �

�
母父 パ イ ロ デビュー 2022．7．2 福島4着

2020．2．16生 牡2青 母 ラ ソ 母母 カウントオンミー 7戦1勝 賞金 12，320，000円
〔制裁〕 カツノテンス号の騎手松岡正海は，競走当日の認定調整ルームからの移動に際し，競馬場への到着が遅れたことについて

戒告。
スマイルフレンド号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11
番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼロフェイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月3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） 1頭 キョウエイノーブル号
（非抽選馬） 1頭 パープルラメーラ号

3300212月3日 晴 稍重 （4中山5） 第1日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時15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
1：51．9
1：50．9

不良
不良

816 ワタシデイイデスカ 牝2栗 54 内田 博幸松田 整二氏 本間 忍 新冠 シンユウフアーム 508－221：56．1 29．6�
815 リ ヨ ン 牝2鹿 54 丸田 恭介�須野牧場 伊藤 大士 日高 新井 昭二 458－ 81：57．05 39．7�
36 ブレードランナー 牝2黒鹿54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 尾関 知人 日高 浜本牧場 456± 0 〃 ハナ 6．2�
23 フジブルーダイヤ 牝2鹿 54

53 ☆永野 猛蔵�フジレーシング 尾形 和幸 新ひだか 佐竹 学 452＋ 61：57．21� 11．7�
59 ポッピングシャワー 牝2黒鹿 54

51 ▲土田 真翔�下屋敷牧場 大江原 哲 新ひだか 下屋敷牧場 416－ 41：57．73 13．3	
11 ニシノツキアカリ 牝2鹿 54 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 本桐牧場 468－ 2 〃 クビ 84．8

510 シンメリーチャン 牝2栗 54

52 △小林 脩斗ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 456－ 21：57．9� 4．5�
714 ライヴシュガー 牝2栗 54 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 岡野牧場 508＋ 41：58．32� 34．9�
48 サ ッ チ モ 牝2黒鹿 54

51 ▲西塚 洸二�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 416＋181：58．72 25．2
35 フレンドローズ 牝2栗 54

52 △山田 敬士横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 原 弘之 448± 0 〃 クビ 451．9�
12 サイモンカリン 牝2芦 54

52 ◇藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 442＋ 81：58．91� 112．5�
713 ルージュイストリア 牝2黒鹿54 H．ドイル �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 448＋12 〃 ハナ 2．1�

（英）

612 クレアチョウサン 牝2栗 54 石川裕紀人�チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 464＋101：59．0アタマ 179．3�
611 ラヴァンドラ 牝2鹿 54

51 ▲水沼 元輝佐藤 啓子氏 蛯名 利弘 新冠 佐藤牧場 424－ 22：00．17 654．2�
24 トーセンサブリナ 牝2鹿 54 菊沢 一樹島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 474＋ 8 〃 クビ 89．7�
47 キーオブハート 牝2青鹿54 勝浦 正樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 442＋ 22：00．2クビ 96．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，943，800円 複勝： 30，378，900円 枠連： 9，081，100円
馬連： 40，091，500円 馬単： 16，917，100円 ワイド： 35，783，300円
3連複： 59，995，300円 3連単： 58，614，600円 計： 280，805，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，960円 複 勝 � 480円 � 580円 � 210円 枠 連（8－8） 16，910円

馬 連 �� 17，490円 馬 単 �� 36，770円

ワ イ ド �� 4，260円 �� 1，580円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 42，560円 3 連 単 ��� 348，320円

票 数

単勝票数 計 299438 的中 � 8585（7番人気）
複勝票数 計 303789 的中 � 15237（6番人気）� 12096（8番人気）� 45732（3番人気）
枠連票数 計 90811 的中 （8－8） 416（28番人気）
馬連票数 計 400915 的中 �� 1776（43番人気）
馬単票数 計 169171 的中 �� 345（81番人気）
ワイド票数 計 357833 的中 �� 2126（43番人気）�� 5918（19番人気）�� 5431（20番人気）
3連複票数 計 599953 的中 ��� 1057（113番人気）
3連単票数 計 586146 的中 ��� 122（711番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．7―50．7―1：03．6―1：16．3―1：29．5―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワタシデイイデスカ �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2022．10．30 東京7着

2020．5．14生 牝2栗 母 ブルーライトクロス 母母 セイカドミノ 2戦1勝 賞金 5，200，000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 シルバーダイヤ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 中山競馬 第１日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3300312月3日 晴 良 （4中山5） 第1日 第3競走 1，600�2歳未勝利
発走10時45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
1：33．4
1：32．3

良
良

814 エ ミ ュ ー 牝2鹿 54 菅原 明良�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 412－ 61：34．6 21．6�

815 レッドバレンティア 牡2青鹿55 D．レーン �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 杵臼牧場 444＋ 41：34．7クビ 3．5�
（豪）

59 トロピカルライト 牝2黒鹿54 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 468＋ 21：34．91� 66．8�
610 テンプーシャオン 牡2栗 55 横山 武史村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 436＋ 8 〃 クビ 8．3�
11 エンライトメント 牡2鹿 55 T．マーカンド�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 476＋ 4 〃 アタマ 6．2	

（英）

46 スイーツバイキング 牝2黒鹿54 田辺 裕信 YTレーシング 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 438＋ 21：35．0� 45．4

611 オークアンドモルト 牝2鹿 54 三浦 皇成 �ニッシンホール

ディングス 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム 440＋ 21：35．1� 13．4�
35 エルフォルク 牝2栗 54 石橋 脩 �キャロットファーム 中舘 英二 千歳 社台ファーム 432± 01：35．21 31．8�
34 フェルドランス 牡2鹿 55 菊沢 一樹木部 厳生氏 鈴木慎太郎 日高 木部ファーム 466＋101：35．3クビ 4．1
47 フリントロック 牝2鹿 54 石川裕紀人ディアレスト 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 422－ 41：35．4� 40．6�
22 ホウオウプレシャス 牡2鹿 55 戸崎 圭太小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 496± 01：35．5� 7．2�
713 ベリーズテソーロ 牝2青 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 432－ 2 〃 ハナ 87．2�
58 キャルキューレ 牝2鹿 54 H．ドイル 里見 治紀氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 420－ 61：35．71� 94．1�

（英）

712 アルマドゥーラ 牝2鹿 54
52 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 奥山牧場 454－ 21：36．12� 364．2�

23 ロマンスハイウェイ 牡2栗 55
54 ☆永野 猛蔵星野 �男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 484－ 81：36．31 195．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，053，700円 複勝： 58，852，700円 枠連： 13，251，800円
馬連： 60，687，900円 馬単： 24，176，600円 ワイド： 59，148，700円
3連複： 91，036，500円 3連単： 83，732，300円 計： 431，940，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，160円 複 勝 � 580円 � 190円 � 1，230円 枠 連（8－8） 3，690円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 8，440円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 9，970円 �� 3，390円

3 連 複 ��� 37，280円 3 連 単 ��� 202，350円

票 数

単勝票数 計 410537 的中 � 16028（7番人気）
複勝票数 計 588527 的中 � 24043（7番人気）� 101012（2番人気）� 10502（11番人気）
枠連票数 計 132518 的中 （8－8） 2779（15番人気）
馬連票数 計 606879 的中 �� 15872（12番人気）
馬単票数 計 241766 的中 �� 2146（29番人気）
ワイド票数 計 591487 的中 �� 13048（12番人気）�� 1494（63番人気）�� 4461（34番人気）
3連複票数 計 910365 的中 ��� 1831（107番人気）
3連単票数 計 837323 的中 ��� 300（552番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．3―47．2―59．2―1：11．0―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．4

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

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

エ ミ ュ ー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．9．18 中山4着

2020．3．22生 牝2鹿 母 ス ー リ ー ル 母母 グローリーブラッド 3戦1勝 賞金 6，820，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3300412月3日 晴 稍重 （4中山5） 第1日 第4競走 1，800�2歳未勝利
発走11時15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
1：51．9
1：50．9

不良
不良

611 フクチャンキング 牡2鹿 55 岩田 望来福田 義明氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 520－ 41：55．5 46．9�
35 レイズカイザー 牡2鹿 55 田辺 裕信吉井 盛治氏 田村 康仁 浦河 梅田牧場 514± 01：55．6� 3．2�
612 リーゼノアール 牡2青鹿55 横山 武史嶋田 一成氏 国枝 栄 新ひだか フジワラフアーム 506＋ 61：55．7� 7．0�
59 タマモロック 牡2鹿 55

54 ☆永野 猛蔵タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B490－ 21：56．33� 5．8�
815 シャノンフォールズ 牡2鹿 55 野中悠太郎水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 494＋ 61：57．04 3．0�
24 イデアユウシン 牡2黒鹿55 菅原 明良益田 修一氏 本間 忍 浦河 谷川牧場 536± 01：57．1クビ 37．0	
714 タッチャブル 牡2鹿 55 T．マーカンド大塚 亮一氏 宮田 敬介 新冠 ハクレイファーム B516－ 4 〃 アタマ 14．8


（英）

816 ド ゥ フ タ ハ 牡2鹿 55 丸田 恭介熊谷 貴之氏 奥村 武 浦河 辻 牧場 528－ 4 〃 ハナ 37．8�
510 フジマサメジャー 牡2栗 55 M．デムーロ藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 488－ 21：57．2クビ 31．8�
23 ヨ シ イ チ 牡2黒鹿55 杉原 誠人玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 B494± 01：57．3� 43．9
36 ミツカネアース 牡2鹿 55 菊沢 一樹小山田 満氏 清水 英克 新冠 細川農場 B488＋121：57．4� 184．0�
713 ウイキャンファイト 牡2鹿 55

52 ▲水沼 元輝 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B464＋ 41：58．14 63．2�
12 ロッカバラード 牡2鹿 55 H．ドイル 岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 61：58．2� 72．6�

（英）

11 カワチャンフェイス 牡2青 55 木幡 巧也 STレーシング 牧 光二 新ひだか 飛野牧場 538＋10 〃 ハナ 362．8�
47 ポ ン サ ン 牡2黒鹿55 横山 和生天野 克彦氏 小西 一男 浦河 高岸 順一 482＋ 61：58．41� 130．2�
48 ダイチストリーム 牡2黒鹿55 柴田 大知服部 英利氏 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 462－ 41：58．72 291．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，306，200円 複勝： 49，086，000円 枠連： 12，287，300円
馬連： 56，404，100円 馬単： 23，764，700円 ワイド： 52，490，000円
3連複： 86，256，700円 3連単： 87，552，700円 計： 408，147，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，690円 複 勝 � 770円 � 180円 � 220円 枠 連（3－6） 920円

馬 連 �� 5，400円 馬 単 �� 15，940円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 4，160円 �� 610円

3 連 複 ��� 12，930円 3 連 単 ��� 133，910円

票 数

単勝票数 計 403062 的中 � 7284（10番人気）
複勝票数 計 490860 的中 � 12835（10番人気）� 81810（2番人気）� 60607（4番人気）
枠連票数 計 122873 的中 （3－6） 10310（5番人気）
馬連票数 計 564041 的中 �� 8091（16番人気）
馬単票数 計 237647 的中 �� 1118（48番人気）
ワイド票数 計 524900 的中 �� 7858（17番人気）�� 3101（39番人気）�� 23737（5番人気）
3連複票数 計 862567 的中 ��� 5002（39番人気）
3連単票数 計 875527 的中 ��� 474（349番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．1―13．5―13．3―12．6―12．6―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．8―51．3―1：04．6―1：17．2―1：29．8―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フクチャンキング �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 Mineshaft デビュー 2022．8．27 札幌7着

2020．2．3生 牡2鹿 母 ザッハーマイン 母母 Pulsatilla 3戦1勝 賞金 5，200，000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 パディントンブーツ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3300512月3日 曇 良 （4中山5） 第1日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時05分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．5

良
良

713 フォースターデイズ 牝2鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 490 ―1：09．8 2．8�
12 ステラヴェスパー 牝2青鹿54 岩田 望来吉田 照哉氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 430 ―1：10．12 6．8�
23 レゼルノワール 牝2青鹿54 菅原 明良 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 辻 哲英 新ひだか 矢野牧場 442 ―1：10．41� 9．9�
612 ベストバディ 牝2鹿 54 木幡 巧也�飛渡牧場 牧 光二 新冠 飛渡牧場 386 ―1：10．5� 142．1�
35 ニシノタメチカ 牝2青鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 村田 一誠 新冠 山岡ファーム 490 ― 〃 クビ 9．6	
11 ライコウノヒカリ 牡2鹿 55 M．デムーロ玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 422 ―1：10．71 8．8

36 サマニテイオー 牡2栗 55 勝浦 正樹�渡辺牧場 的場 均 様似 様似渡辺牧場 418 ― 〃 ハナ 185．6�
48 � ロマンスオーサー 牡2青鹿55 T．マーカンドゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Godolphin 494 ―1：11．02 22．2�

（英）

816 ニシノクラウディア 牝2栗 54 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 棚川 祐志 462 ―1：11．42 4．4
47 ゴールデンパリー 牝2鹿 54 丹内 祐次簗詰 貴彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 436 ― 〃 クビ 29．3�
815 フェアムーン 牝2栗 54 菊沢 一樹今中 俊平氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 450 ―1：11．61� 42．9�
714 コンスタンシア 牝2青鹿54 江田 照男 �友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 442 ―1：11．7クビ 84．4�
611 アリアロマンティカ 牝2芦 54 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 大士 新ひだか 稲葉牧場 434 ―1：11．91� 122．6�
59 ラズライトサナ 牝2青鹿54 的場 勇人ホースアディクト的場 均 浦河 金石牧場 432 ―1：12．11� 185．7�
510 シークレットトーク 牡2栗 55 田辺 裕信石川 佳弘氏 加藤士津八 日高 白井牧場 468 ―1：13．27 68．9�
24 ケイツーコロン 牝2鹿 54

52 △山田 敬士楠本 勝美氏 清水 英克 平取 有限会社中
田牧場 B466 ―1：21．2大差 238．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，823，600円 複勝： 42，871，400円 枠連： 13，283，700円
馬連： 52，864，000円 馬単： 22，488，900円 ワイド： 48，157，200円
3連複： 73，240，600円 3連単： 75，643，600円 計： 371，373，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 170円 � 220円 枠 連（1－7） 530円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 430円 �� 540円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 8，500円

票 数

単勝票数 計 428236 的中 � 123346（1番人気）
複勝票数 計 428714 的中 � 109047（1番人気）� 59469（3番人気）� 41457（5番人気）
枠連票数 計 132837 的中 （1－7） 19304（1番人気）
馬連票数 計 528640 的中 �� 44815（2番人気）
馬単票数 計 224889 的中 �� 10892（2番人気）
ワイド票数 計 481572 的中 �� 29979（2番人気）�� 22826（3番人気）�� 17220（7番人気）
3連複票数 計 732406 的中 ��� 22003（5番人気）
3連単票数 計 756436 的中 ��� 6450（10番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―12．0―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．3―46．3―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 ・（13，12）16（3，10）2，5，15（1，14）－（8，11）6－4，7－9 4 ・（13，12，16）10（3，2，5）（15，14）1－8，11，6－7＝9－4

勝馬の
紹 介

フォースターデイズ �
�
父 Kingman �

�
母父 Freud 初出走

2020．1．13生 牝2鹿 母 フォースタークルック 母母 Avril a Portugal 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 レゼルノワール号の騎手菅原明良は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和4年12月17日から令和4年

12月25日まで騎乗停止。（被害馬：2番・16番・15番・10番・5番・14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイツーコロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 イリゼ号・シャインルピナス号・シールテソーロ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3300612月3日 曇 良 （4中山5） 第1日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

612� ラックスアットゼア 牝2黒鹿54 石川裕紀人田記 正規氏 斎藤 誠 米 The Estate of
Tommy G. Ligon 460 ―1：12．9 4．3�

815 リ ラ ス カ イ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �Gリビエール・
レーシング 高橋 裕 新ひだか 藤巻 則弘 456 ― 〃 クビ 10．3�

47 マジックタッチ 牡2鹿 55 田辺 裕信藤本 栄史氏 加藤士津八 浦河 宮内牧場 532 ―1：13．32� 21．9�
611 スーパーリベロ �2栗 55

54 ☆永野 猛蔵星野 �男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 456 ―1：13．51� 21．1�
48 マ ル プ リ 牝2鹿 54 丸田 恭介中丸 裕嗣氏 青木 孝文 新冠 秋田牧場 462 ―1：13．92� 13．8	
35 � ラピスパイライト 牝2鹿 54 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 清水 英克 米 Clearsky

Farms 426 ―1：14．64 7．8

24 ティアップソード 牝2青鹿 54

52 △山田 敬士田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 490 ―1：14．91� 168．0�
11 ベアエクセレント 牝2黒鹿54 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新冠 佐藤牧場 478 ―1：15．11� 8．3�
12 デルマツキオトシ 牡2鹿 55 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 いとう牧場 456 ―1：15．2	 153．9
816 アタックタイガー 牡2芦 55 丹内 祐次西村新一郎氏 西田雄一郎 浦河 絵笛牧場 438 ―1：15．51	 30．1�
36 エ ミ ー ラ 牝2鹿 54 石橋 脩寺田 寿男氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 430 ―1：15．6� 3．4�
714 エクラディーバ 牝2青 54 H．ドイル ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 422 ―1：15．7� 13．2�
（英）

23 キタノニードル 牝2鹿 54 野中悠太郎北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか 曾我 博 422 ―1：16．01	 95．0�
59 バンクェット 牝2鹿 54 武藤 雅畑佐 博氏 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 454 ― 〃 アタマ 174．7�
510 オークリッチ 牡2栗 55

52 ▲西塚 洸二宇田 豊氏 小笠 倫弘 日高 白井牧場 492 ―1：17．17 148．6�
713 グリューンヴァルト 牡2青鹿55 横山 和生柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 470 ―1：19．2大差 76．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，507，000円 複勝： 39，830，400円 枠連： 13，906，100円
馬連： 46，221，700円 馬単： 18，625，100円 ワイド： 41，095，900円
3連複： 69，105，200円 3連単： 67，177，800円 計： 330，469，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 210円 � 320円 � 490円 枠 連（6－8） 1，260円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，400円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 18，280円 3 連 単 ��� 69，080円

票 数

単勝票数 計 345070 的中 � 66900（2番人気）
複勝票数 計 398304 的中 � 58159（2番人気）� 32055（5番人気）� 18546（8番人気）
枠連票数 計 139061 的中 （6－8） 8501（5番人気）
馬連票数 計 462217 的中 �� 16605（8番人気）
馬単票数 計 186251 的中 �� 3902（10番人気）
ワイド票数 計 410959 的中 �� 13295（8番人気）�� 4301（29番人気）�� 6242（22番人気）
3連複票数 計 691052 的中 ��� 2834（59番人気）
3連単票数 計 671778 的中 ��� 705（240番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．9―13．0―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―35．1―48．1―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラックスアットゼア �
�
父 Kantharos �

�
母父 Repent 初出走

2020．4．27生 牝2黒鹿 母 Come Sunday 母母 Cuscowilla 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ベアエクセレント号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ベアエクセレント号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリューンヴァルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月3日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3300712月3日 曇 良 （4中山5） 第1日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳54�4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

67 グ リ モ リ オ 牝4鹿 55 T．マーカンド吉田 勝己氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：54．3 6．9�
（英）

33 クインズミモザ 牝4鹿 55 野中悠太郎 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 514－181：54．51� 22．5�
55 メイショウホオズキ 牝4鹿 55 吉田 豊松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 B480－ 21：54．71� 11．5�
810 フ ミ チ ャ ン 牝4芦 55

52 ▲西塚 洸二林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム B484－ 2 〃 クビ 8．9�
78 � ウィズザワールド 牝4栗 55 大野 拓弥阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 476＋ 41：54．91� 15．3�
79 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 454＋ 21：55．1� 9．5	
22 エターナルプライド 牝3黒鹿54 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 B474＋121：55．73� 89．4

811 ミュアウッズ 牝5鹿 55 横山 武史吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B570－ 21：55．8クビ 5．3�
44 グ ラ ス ピ レ 牝4芦 55 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 41：56．65 329．9�
66 ファンタジア 牝3黒鹿54 D．レーン 石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：56．7� 2．1

（豪）

11 ダノンティアラ 牝3栗 54 H．ドイル �ダノックス 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 450＋182：00．7大差 28．6�
（英）

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，837，900円 複勝： 54，868，500円 枠連： 14，017，900円
馬連： 58，853，800円 馬単： 25，089，300円 ワイド： 57，944，400円
3連複： 92，103，400円 3連単： 100，495，900円 計： 447，211，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 520円 � 310円 枠 連（3－6） 2，370円

馬 連 �� 6，330円 馬 単 �� 11，160円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 800円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 9，710円 3 連 単 ��� 52，490円

票 数

単勝票数 計 438379 的中 � 50446（3番人気）
複勝票数 計 548685 的中 � 86235（3番人気）� 23460（8番人気）� 44482（5番人気）
枠連票数 計 140179 的中 （3－6） 4582（9番人気）
馬連票数 計 588538 的中 �� 7203（24番人気）
馬単票数 計 250893 的中 �� 1685（45番人気）
ワイド票数 計 579444 的中 �� 6748（28番人気）�� 19449（10番人気）�� 8042（26番人気）
3連複票数 計 921034 的中 ��� 7110（43番人気）
3連単票数 計1004959 的中 ��� 1388（215番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．3―50．7―1：03．4―1：16．1―1：28．7―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グ リ モ リ オ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．8．23 新潟6着

2018．1．20生 牝4鹿 母 スペルオンミー 母母 ウィッチズハット 9戦2勝 賞金 14，770，000円
〔制裁〕 メイショウホオズキ号の騎手吉田豊は，3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：6番・10番・2番・

3番）
メイショウホオズキ号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダノンティアラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月3日まで平地競走に
出走できない。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3300812月3日 曇 良 （4中山5） 第1日 第8競走 ��3，570�イルミネーションジャンプステークス
発走13時40分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬3�増，J・
GⅡ競走1着馬2�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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード3：58．2良

33 ミッキーメテオ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐野田みづき氏 西田雄一郎 安平 ノーザンファーム B514± 04：00．1 10．0�
58 � アサクサゲンキ �7鹿 60 石神 深一田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

464＋ 24：01．810 2．5�
22 ビレッジイーグル 牡5黒鹿60 大江原 圭村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 506－ 4 〃 クビ 5．3�
46 マサハヤドリーム �10鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464＋ 24：01．9クビ 8．0�
45 ギガバッケン �7鹿 60 伴 啓太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B532± 04：02．0� 25．1�
813 テイエムクロムシャ 牡6青鹿60 植野 貴也竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 470－ 44：02．53 24．0	
711 ニ ン ギ ル ス 牡5栗 60 難波 剛健武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 442－ 24：02．71	 34．8

57 シャンボールナイト �7青鹿60 上野 翔 �グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 472－ 24：03．12	 39．0�
11 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 B508＋104：03．73	 9．4�
34 ヴァイトブリック 牡6青鹿60 蓑島 靖典 キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 506－104：03．8� 60．6�
610
 デ ス ト ロ イ �8栗 60 小牧加矢太諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B506－ 44：04．97 134．8�
814 バルンストック �5黒鹿60 草野 太郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 492± 04：06．7大差 122．7�
712
 マイネルプロンプト �10黒鹿60 北沢 伸也岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 478± 04：07．55 66．2�
69 メイショウアルト 牡4鹿 60 高田 潤松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 本巣 敦 488＋ 8 （競走中止） 6．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，122，300円 複勝： 41，351，000円 枠連： 14，531，400円
馬連： 58，076，400円 馬単： 25，359，500円 ワイド： 49，310，500円
3連複： 112，009，600円 3連単： 107，955，300円 計： 445，716，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 300円 � 150円 � 190円 枠 連（3－5） 1，380円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，280円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 28，770円

票 数

単勝票数 計 371223 的中 � 29471（6番人気）
複勝票数 計 413510 的中 � 28740（6番人気）� 90310（1番人気）� 56114（2番人気）
枠連票数 計 145314 的中 （3－5） 8156（5番人気）
馬連票数 計 580764 的中 �� 24008（6番人気）
馬単票数 計 253595 的中 �� 4268（16番人気）
ワイド票数 計 493105 的中 �� 16277（7番人気）�� 9292（13番人気）�� 34699（3番人気）
3連複票数 計1120096 的中 ��� 21757（9番人気）
3連単票数 計1079553 的中 ��� 2720（84番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 53．2－3F 40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーメテオ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．31 新潟1着

2017．3．24生 牡5鹿 母 メテオーリカ 母母 アルヴァーダ 障害：8戦2勝 賞金 31，094，000円
〔競走中止〕 メイショウアルト号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 マサハヤドリーム号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



3300912月3日 曇 良 （4中山5） 第1日 第9競走 ��
��2，000�

は ぼ た ん

葉 牡 丹 賞
発走14時15分 （芝・右）
2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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．9
1：58．5

良
良

35 ミッキーカプチーノ 牡2鹿 55 戸崎 圭太野田みづき氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 522＋ 21：59．1 2．8�
11 ビターグラッセ 牝2鹿 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 500－ 21：59．73� 17．7�
23 ミ ヤ ビ 牝2黒鹿54 武藤 雅高橋 文男氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 426＋14 〃 クビ 60．9�
36 シャンドゥレール 牡2鹿 55 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502＋101：59．8クビ 6．1�
510 バルサムノート 牡2黒鹿55 D．レーン 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：00．01� 6．2�

（豪）

12 パクスオトマニカ 牡2鹿 55 横山 武史窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 480＋10 〃 クビ 11．5	
713 ブラストウェーブ 牡2鹿 55 T．マーカンド 
シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 542＋ 62：00．1クビ 5．9�

（英）

715 マイネルケレリウス 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 2 〃 クビ 86．3�

24 アームブランシュ 牡2黒鹿55 吉田 豊古川 一弘氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 466＋ 42：00．2� 65．6
48 エレガントルビー 牝2鹿 54 岩田 望来
ターフ・スポート森田 直行 新冠 村田牧場 468± 02：00．52 25．1�
612 ニシノプロポーズ 牡2鹿 55 三浦 皇成西山 茂行氏 松山 将樹 浦河 フクオカファーム 486＋ 42：00．6� 27．5�
47 マイネルビジョン 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 82：01．13 151．6�
611 フロムナウオン 牡2鹿 55 石川裕紀人平田 修氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 542＋ 4 〃 アタマ 194．6�
714 オンザブロッサム 牝2青鹿54 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 472＋10 〃 ハナ 54．2�
59 ラパンラピッド 牡2鹿 55 H．ドイル 
シルクレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 82：01．41� 45．6�
（英）

816 ナチュラルハイ 牡2黒鹿55 永野 猛蔵山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 村上 欽哉 472＋ 62：01．6	 100．8�
818 スーパーマン 牡2青鹿55 木幡 巧也小菅 誠氏 岩戸 孝樹 浦河 丸村村下

ファーム 482＋ 42：02．66 73．1�
817 レ ス ト ア 牡2黒鹿55 菅原 明良�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 42：03．02� 220．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 84，768，800円 複勝： 98，895，400円 枠連： 30，638，300円
馬連： 123，024，000円 馬単： 44，062，600円 ワイド： 110，203，500円
3連複： 188，177，000円 3連単： 173，024，100円 計： 852，793，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 390円 � 1，110円 枠 連（1－3） 600円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 990円 �� 2，870円 �� 10，950円

3 連 複 ��� 50，220円 3 連 単 ��� 167，470円

票 数

単勝票数 計 847688 的中 � 250923（1番人気）
複勝票数 計 988954 的中 � 240352（1番人気）� 56984（6番人気）� 17402（13番人気）
枠連票数 計 306383 的中 （1－3） 39294（3番人気）
馬連票数 計1230240 的中 �� 35172（9番人気）
馬単票数 計 440626 的中 �� 9316（11番人気）
ワイド票数 計1102035 的中 �� 29928（8番人気）�� 9782（29番人気）�� 2516（84番人気）
3連複票数 計1881770 的中 ��� 2810（134番人気）
3連単票数 計1730241 的中 ��� 749（458番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．9―12．6―12．2―11．9―11．9―11．8―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―35．2―47．8―1：00．0―1：11．9―1：23．8―1：35．6―1：47．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．3
1
3
2，9（7，14，17）（6，10，16）18，13（5，8）12，1，11（4，15）＝3・（2，9）14（6，7，10）（5，17）8，16（1，13，18）12（4，11）（3，15）

2
4
2，9，14（6，7，17）10（5，16）（8，18）13（1，12）（4，11）15－3
2，6，9（14，10）（7，5）（1，8）（4，13）（3，12，16）（15，11）（17，18）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーカプチーノ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．10．9 東京1着

2020．3．3生 牡2鹿 母 スティールパス 母母 ロイヤルペルラ 2戦2勝 賞金 17，699，000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 ファルコンミノル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3301012月3日 曇 良 （4中山5） 第1日 第10競走 ��1，200�
か し ま

鹿 島 特 別
発走14時50分 （ダート・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳56�4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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

713 パ ウ オ レ 牝3栗 54 横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 嘉藤 貴行 新冠 佐藤牧場 458－ 21：10．6 1．3�

24 � メサテソーロ 牝5青鹿55 横山 和生了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 米 Clearsky

Farms B522－ 41：11．13 80．4�
35 マイステージ 牝4鹿 55 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 448＋ 81：11．41� 6．4�
12 ブルーダイヤカフェ 牡5青 57 大野 拓弥西川 恭子氏 和田 勇介 登別 登別上水牧場 548＋ 21：11．5� 45．5�
510 アップリバー 牝4青鹿55 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B494－ 21：11．6� 15．0�
611 フォックススリープ 	4鹿 57 T．マーカンド石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B470＋ 6 〃 クビ 11．2	

（英）

612 アルバミノル 牡4鹿 57 永野 猛蔵吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム B480＋ 41：11．7� 42．9

714 ストリートピアノ 牝5芦 55 丸田 恭介高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 468－ 81：11．8クビ 287．5�
48 サブロンカズマ 牡4鹿 57 内田 博幸合同会社雅苑興業 深山 雅史 安平 ノーザンファーム 486＋ 8 〃 ハナ 221．2�
815
 グ レ タ 牝3芦 54 菅原 明良大脇 佑樹氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 466＋ 81：11．9� 71．6
816 ベ ラ ー ル 牡5黒鹿57 吉田 豊安原 浩司氏 萩原 清 浦河 三嶋牧場 490± 0 〃 アタマ 95．5�
11 オンリーワンスター 牝9鹿 55 酒井 学�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 474＋10 〃 ハナ 100．3�
23 グランドストローク 牡5黒鹿57 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 488＋141：12．0� 47．7�
59 トップヴィヴィット 牡4栗 57 宮崎 北斗紅露 純氏 中川 公成 新冠 細川農場 530＋ 2 〃 ハナ 24．7�
47 ノーベルプライズ 牡6黒鹿57 野中悠太郎平賀 久枝氏 根本 康広 日高 中原牧場 502－ 81：12．2� 70．8�
36 シャスティーナ 牝4鹿 55 岩田 望来 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 490＋ 41：12．3� 71．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，350，400円 複勝： 224，451，100円 枠連： 25，363，600円
馬連： 103，264，400円 馬単： 56，871，800円 ワイド： 90，402，900円
3連複： 173，337，100円 3連単： 244，923，800円 計： 973，965，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 810円 � 130円 枠 連（2－7） 1，690円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 180円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 16，100円

票 数

単勝票数 計 553504 的中 � 332428（1番人気）
複勝票数 計2244511 的中 � 1712514（1番人気）� 12873（11番人気）� 163154（2番人気）
枠連票数 計 253636 的中 （2－7） 11594（5番人気）
馬連票数 計1032644 的中 �� 21757（10番人気）
馬単票数 計 568718 的中 �� 12379（10番人気）
ワイド票数 計 904029 的中 �� 14766（13番人気）�� 165397（1番人気）�� 8987（24番人気）
3連複票数 計1733371 的中 ��� 31241（11番人気）
3連単票数 計2449238 的中 ��� 11023（42番人気）

ハロンタイム 11．5―10．7―11．7―12．2―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．5―22．2―33．9―46．1―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ ウ オ レ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Hard Spun デビュー 2021．11．7 阪神9着

2019．3．2生 牝3栗 母 エイシンピカデリー 母母 Lady’s Laughter 6戦3勝 賞金 32，227，000円
〔制裁〕 アップリバー号の騎手木幡巧也は，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：9番・8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 エイシンヌプリ号・オウケンドーン号・コスモノアゼット号・ゼンカイテン号・タヤスゴールド号・

ノボベルサイユ号・パイプライン号・プランセスカグヤ号・ブーケオブアイリス号・ペガサスターボ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3301112月3日 曇 良 （4中山5） 第1日 第11競走 ��
��3，600�第56回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス（ＧⅡ）

発走15時25分 （芝・右・内2）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，R3．12．4以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，R3．12．3以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 980，000円 280，000円 140，000円 � コースレコード

中央レコード
3：41．6
3：41．6

良
良

57 シルヴァーソニック 牡6芦 56 D．レーン �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 456＋ 23：46．3 5．4�
（豪）

712 プリュムドール 牝4栗 54 横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 472－ 23：46．4� 9．2�

69 ディバインフォース 牡6鹿 57 戸崎 圭太吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 462－ 43：46．61	 6．7�
813 アイアンバローズ 牡5鹿 56 岩田 望来猪熊 広次氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 504－ 43：46．81	 4．3�
34 メロディーレーン 牝6鹿 54 菅原 明良岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 358＋ 4 〃 クビ 50．2	
814 エドノフェリーチェ 牝5芦 54 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 B464＋ 2 〃 ハナ 25．3

610 ベスビアナイト 
5鹿 56 T．マーカンド �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502＋123：47．01	 20．1�

（英）

22 ユーキャンスマイル 牡7鹿 56 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500± 03：47．21	 11．9�

11 ディアスティマ 牡5青鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B486± 0 〃 アタマ 3．1
45 シークレットラン 牡6鹿 56 内田 博幸亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 514± 03：47．83� 160．2�
46 ナムラカミカゼ 牡5鹿 56 酒井 学奈村 睦弘氏 村山 明 日高 いとう牧場 494± 03：47．9クビ 38．7�
711 カウディーリョ 牡6黒鹿56 田辺 裕信 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 458＋ 23：48．11� 40．8�
33 マンオブスピリット 
5鹿 56 H．ドイル ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 ハナ 91．0�

（英）

58 アドマイヤアルバ 
7鹿 56 松岡 正海近藤 旬子氏 堀内 岳志 安平 ノーザンファーム B470－ 23：48．52� 269．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 197，559，800円 複勝： 242，672，800円 枠連： 65，738，300円
馬連： 469，082，200円 馬単： 154，541，100円 ワイド： 367，977，300円
3連複： 905，804，300円 3連単： 932，736，200円 計： 3，336，112，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 300円 � 210円 枠 連（5－7） 2，400円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 870円 �� 640円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 5，770円 3 連 単 ��� 30，240円

票 数

単勝票数 計1975598 的中 � 287429（3番人気）
複勝票数 計2426728 的中 � 331536（3番人気）� 192707（5番人気）� 309929（4番人気）
枠連票数 計 657383 的中 （5－7） 21168（12番人気）
馬連票数 計4690822 的中 �� 133485（11番人気）
馬単票数 計1545411 的中 �� 24991（18番人気）
ワイド票数 計3679773 的中 �� 107891（10番人気）�� 152310（6番人気）�� 79072（14番人気）
3連複票数 計9058043 的中 ��� 117669（20番人気）
3連単票数 計9327362 的中 ��� 22360（99番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―13．8―13．0―12．8―12．6―12．3―12．9―12．9―12．8―13．3―13．0―12．3―11．8―11．5―12．0
―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．1―25．2―39．0―52．0―1：04．8―1：17．4―1：29．7―1：42．6―1：55．5―2：08．3―2：21．6―2：34．6

2，600� 2，800� 3，000� 3，200� 3，400�
―2：46．9―2：58．7―3：10．2―3：22．2―3：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 →�→�→�」 上り4F47．6―3F36．1
�
�
1，13，5，4（11，8）（7，10）12（3，2）（6，9）－14・（1，13，5）8（4，11，2）（7，10，9）（12，3）6，14

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

勝馬の
紹 介

シルヴァーソニック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2019．1．20 京都2着

2016．3．22生 牡6芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 20戦5勝 賞金 181，040，000円
〔制裁〕 プリュムドール号の騎手横山武史は，1周目1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3301212月3日 曇 良 （4中山5） 第1日 第12競走 ��1，200�3歳以上2勝クラス
発走16時00分 （芝・右・外）

負担重量は，3歳56�4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
1：06．7
1：05．8

良
良

59 ミッキーハーモニー 牝3鹿 54 横山 和生野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：08．2 2．4�
612 イズンシーラブリー 牝4鹿 55 岩田 望来諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 422－ 2 〃 クビ 13．4�
47 ヨ ー ル 牝3鹿 54 D．レーン 藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 450＋141：08．41� 7．1�

（豪）

815 バンデルオーラ 牡3鹿 56 T．マーカンド �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 470± 01：08．5� 9．9�
（英）

48 ホウオウノーサイド 牡3栗 56 田辺 裕信小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 21：08．61 5．2�
12 スズノヤマト �5鹿 57 三浦 皇成小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 480± 01：08．7	 65．6	
23 ルミナスライン 牝4鹿 55 丹内 祐次 
ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 446＋ 41：08．91� 72．5�
714 セ ル レ ア 牝5鹿 55

52 ▲西塚 洸二
パニオロ 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 B464＋101：09．0クビ 171．3�
24 アイルビーザワン �4栗 57

56 ☆永野 猛蔵 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 490± 0 〃 クビ 239．6

35 カ レ ン ヒ メ 牝5芦 55 横山 武史鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B430＋ 6 〃 クビ 6．7�
36 リ ト ス 牝3鹿 54 木幡 巧也ディアレストクラブ
 高橋 裕 新ひだか 築紫 洋 408－ 21：09．1クビ 27．9�
11 エテルナメンテ 牝3青鹿54 戸崎 圭太ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 41：09．2	 10．4�
510 ボンクラージュ 牝3黒鹿54 菅原 明良落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 440＋ 21：09．3� 76．7�
816 ラ ン グ ロ ワ 牝4青鹿 55

53 ◇藤田菜七子ゲートイン 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 450＋ 11：09．4� 281．6�
713 エーアイダンサー 牝4鹿 55 菊沢 一樹岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 61：09．82� 241．4�
611
 ドリームジャンボ 牝7鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 488－ 81：10．01� 178．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，946，600円 複勝： 89，990，100円 枠連： 28，587，900円
馬連： 131，606，800円 馬単： 49，333，000円 ワイド： 113，279，700円
3連複： 200，600，900円 3連単： 222，153，400円 計： 915，498，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 280円 � 200円 枠 連（5－6） 1，720円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 740円 �� 400円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 16，580円

票 数

単勝票数 計 799466 的中 � 256164（1番人気）
複勝票数 計 899901 的中 � 204041（1番人気）� 68884（5番人気）� 108578（4番人気）
枠連票数 計 285879 的中 （5－6） 12877（7番人気）
馬連票数 計1316068 的中 �� 51660（8番人気）
馬単票数 計 493330 的中 �� 14828（8番人気）
ワイド票数 計1132797 的中 �� 38553（9番人気）�� 79699（2番人気）�� 16702（21番人気）
3連複票数 計2006009 的中 ��� 35930（14番人気）
3連単票数 計2221534 的中 ��� 9714（40番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―10．9―11．7―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．2―44．9―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 ・（1，13）3（2，11）7，15（4，6，10，16）（5，14）9（8，12） 4 ・（1，13）（2，3，11，15）（5，7）（10，16）（4，6）（14，9）（8，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーハーモニー �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Aldebaran デビュー 2021．7．4 福島3着

2019．3．4生 牝3鹿 母 マ ン ビ ア 母母 Algoa 5戦3勝 賞金 26，570，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（4中山5）第1日 12月3日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 184頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

300，270，000円
35，090，000円
3，000，000円
39，070，000円
3，500，000円
85，432，000円
6，096，500円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
717，780，000円
1，014，082，000円
253，036，300円
1，252，895，400円
484，461，800円
1，072，801，200円
2，138，079，000円
2，241，467，300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 9，174，603，000円

総入場人員 16，967名 （有料入場人員 16，406名）
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