
3301312月4日 晴 良 （4中山5） 第2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

11 グラスシフォン 牝2栗 54 津村 明秀半沢� 松山 将樹 新ひだか 岡田牧場 426＋ 61：12．6 3．4�
36 イデアミラーグロ 牡2鹿 55 丹内 祐次益田 修一氏 本間 忍 浦河 中脇 満 480＋ 61：13．55 26．6�
816 ヴ ァ ル カ ン 牝2栗 54

53 ☆永野 猛蔵山本てるみ氏 稲垣 幸雄 日高 アイズスタッド株式会社 446＋ 21：13．92� 18．8�
612 メモリーグラス 牡2黒鹿55 菅原 隆一田頭 勇貴氏 松永 康利 日高 浜本牧場 446＋ 21：14．0クビ 23．2�
59 ペイシャボビー 牡2鹿 55

52 ▲水沼 元輝北所 直人氏 小西 一男 新ひだか 友田牧場 508＋101：14．1� 240．9�
23 クリノビッグママ 牝2栗 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 川島 正広 428＋ 2 〃 ハナ 214．0	
35 ピ ス テ ィ ス 牝2栗 54

51 ▲土田 真翔
ORTEGA 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 434＋ 61：14．2� 394．6�
47 ベッケンバウアー 牡2鹿 55 武士沢友治三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 460± 01：14．3クビ 85．9�
48 スングリダンダン 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 432＋ 61：14．61� 53．9
713 サイタブラウン 牡2栗 55 木幡 巧也サイタグローバル 杉浦 宏昭 浦河 笹島 政信 B464＋ 21：14．92 2．4�
510 エリアントゥス 牝2芦 54 H．ドイル 尾上 寿夫氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 454－ 21：15．0� 20．1�

（英）

714 アンビバレント 牡2鹿 55 横山 武史 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 日高 碧雲牧場 456＋ 61：15．2� 4．3�

12 マライアガーネット 牡2鹿 55 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 浦河 村下 清志 510＋ 81：15．3� 443．7�
611 ナムラオードリー 牝2黒鹿 54

52 △山田 敬士奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 八田ファーム 440－ 21：15．51� 407．6�
815 ロケッツアン 牡2鹿 55

53 △小林 脩斗 TURFレーシング 加藤士津八 新冠 的場牧場 B500＋221：16．03 41．5�
24 ビッグファイト 牡2鹿 55 井上 敏樹西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 八島 夕起子 404－ 2 〃 クビ 677．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，825，400円 複勝： 44，327，200円 枠連： 14，997，400円
馬連： 58，104，100円 馬単： 25，065，400円 ワイド： 52，302，000円
3連複： 98，268，100円 3連単： 105，681，700円 計： 433，571，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 460円 � 420円 枠 連（1－3） 3，770円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 940円 �� 860円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 13，370円 3 連 単 ��� 57，090円

票 数

単勝票数 計 348254 的中 � 85587（2番人気）
複勝票数 計 443272 的中 � 101958（2番人気）� 20502（6番人気）� 23038（5番人気）
枠連票数 計 149974 的中 （1－3） 3079（11番人気）
馬連票数 計 581041 的中 �� 14743（11番人気）
馬単票数 計 250654 的中 �� 4379（14番人気）
ワイド票数 計 523020 的中 �� 14400（10番人気）�� 15971（9番人気）�� 6488（20番人気）
3連複票数 計 982681 的中 ��� 5510（37番人気）
3連単票数 計1056817 的中 ��� 1342（161番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．9―12．8―12．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―34．2―47．0―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスシフォン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2022．11．12 東京4着

2020．3．31生 牝2栗 母 グラスルノン 母母 グラスブロード 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ナムラオードリー号の騎手山田敬士は，3コーナーで蛇行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・13番）

グラスシフォン号の騎手津村明秀は，3コーナー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・15番・13
番）
ペイシャボビー号の騎手水沼元輝は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サイモンギフト号
（非抽選馬） 1頭 クラウンジン号
※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。

3301412月4日 晴 良 （4中山5） 第2日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10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

612 リ チ ャ 牡2青鹿55 T．マーカンド前田 葉子氏 田中 博康 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484＋ 81：56．6 2．6�

（英）

510 エーレウォーン 牡2鹿 55 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 スマイルファーム 488± 01：57．13 7．1�
35 セイウンミライズ 牡2黒鹿55 野中悠太郎西山 茂行氏 奥平 雅士 様似 猿倉牧場 462＋ 41：57．52� 16．1�
24 リアルマーヴェル 牡2芦 55 戸崎 圭太小林 博雄氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 484－ 41：57．71� 17．6�
36 ナイトスピアー 牡2黒鹿55 原田 和真遠藤日出樹氏 小野 次郎 日高 U・M・A 472＋ 2 〃 クビ 121．6�
47 ハットグットゲット 牡2青鹿55 勝浦 正樹小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 522＋18 〃 ハナ 24．2�
11 スリアンヴォス 牡2鹿 55 黛 弘人大久保和夫氏 和田 雄二 新ひだか 藤原牧場 488－ 41：58．55 149．3	
59 ブルーステラ 牡2栗 55 浜中 俊星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 B472－ 21：58．82 65．1

611 ハクシンジャベリン 牡2栗 55

53 △山田 敬士新井原 博氏 松山 将樹 日高 門別 敏朗 476－ 41：59．11� 408．6�
23 ラインシュトラール 牡2黒鹿55 柴田 善臣大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 株式会社

ケイズ 470± 01：59．42 398．2�
815 テーオーマツカゼ 牡2栗 55 江田 照男大橋 利幸氏 蛯名 利弘 新冠 大林ファーム 462＋ 2 〃 クビ 358．2
714 フィールザダイヤ 牡2鹿 55 菅原 明良櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 498＋ 4 〃 ハナ 2．5�
12 ドロップキック 牡2鹿 55 木幡 巧也山口 敦広氏 的場 均 新冠 大狩部牧場 532－ 21：59．5クビ 243．2�
713 ホウオウバーデン 牡2鹿 55 M．デムーロ小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 42：00．24 13．0�
48 キタノソロモン 牡2鹿 55

53 △小林 脩斗北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか 米田牧場 468＋ 4 〃 アタマ 321．6�
816 ニシノセイラン 牡2黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 根本 康広 浦河 日進牧場 436－ 42：04．6大差 83．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，638，000円 複勝： 38，934，100円 枠連： 11，003，900円
馬連： 53，601，200円 馬単： 23，882，400円 ワイド： 48，455，200円
3連複： 82，953，900円 3連単： 91，630，900円 計： 387，099，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 200円 � 240円 枠 連（5－6） 680円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 410円 �� 650円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 3，850円 3 連 単 ��� 10，990円

票 数

単勝票数 計 366380 的中 � 113728（2番人気）
複勝票数 計 389341 的中 � 88391（2番人気）� 46531（3番人気）� 35205（4番人気）
枠連票数 計 110039 的中 （5－6） 12405（3番人気）
馬連票数 計 536012 的中 �� 48889（3番人気）
馬単票数 計 238824 的中 �� 12447（4番人気）
ワイド票数 計 484552 的中 �� 32147（2番人気）�� 18925（7番人気）�� 10738（13番人気）
3連複票数 計 829539 的中 ��� 16135（12番人気）
3連単票数 計 916309 的中 ��� 6042（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―38．0―51．9―1：04．9―1：18．0―1：31．3―1：43．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ チ ャ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．9．3 新潟5着

2020．4．28生 牡2青鹿 母 ユースティティア 母母 ソブストーリー 3戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走状況〕 ニシノセイラン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノセイラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月4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。

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

第５回 中山競馬 第２日



3301512月4日 晴 良 （4中山5） 第2日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時45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
1：58．9
1：58．5

良
良

713 マイネルモーント 牡2芦 55 M．デムーロ �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 440－ 42：01．2 1．4�
510 ア マ イ 牝2青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 446± 02：01．83� 23．6�
11 コスモオピニオン 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 日高 荒井ファーム 480＋102：01．9� 9．0�
714 サンバデルンバ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �チャンピオンズファーム 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 458－ 2 〃 ハナ 8．7�
611 ア イ ベ ラ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太�G1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 456± 02：02．11� 6．1	
24 エイトキングゴッド 牡2黒鹿55 菊沢 一樹岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 486＋102：02．31 42．0

36 クリノクオン 牡2鹿 55 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 ヒカル牧場 448－ 2 〃 ハナ 260．1�
59 キタノマルティス 牝2栗 54

53 ☆永野 猛蔵北所 直人氏 粕谷 昌央 新ひだか 斉藤スタッド 426＋ 22：02．62 83．8�
612 ブルーブルースカイ 牝2黒鹿54 黛 弘人浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 440＋122：03．23� 239．4
815 シエルリーナ 牝2青鹿 54

52 ◇藤田菜七子八嶋 長久氏 根本 康広 平取 びらとり牧場 410－102：03．4� 162．1�
35 マロンアイス 牡2鹿 55 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム 482－ 22：03．61� 324．4�
816 フクシマブルース 牝2芦 54 嶋田 純次西本 資史氏 石毛 善彦 新冠 ビッグレッドファーム 410＋ 2 〃 クビ 108．1�
47 ジェイケイロンドン 牡2鹿 55 丸田 恭介小谷野次郎氏 西田雄一郎 日高 浜本牧場 454－ 42：03．7クビ 154．7�
23 ロジドレフォン 牡2青鹿55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B514＋ 62：03．8� 54．5�
12 キョウエイボンバー 牡2黒鹿55 勝浦 正樹田中 晴夫氏 伊坂 重信 日高 春木ファーム 468－ 82：04．22� 526．7�
48 ベ ル エ ト 牝2黒鹿54 木幡 巧也辻子 依旦氏 牧 光二 日高 ヤナガワ牧場 436± 02：04．83� 161．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，959，400円 複勝： 147，834，100円 枠連： 13，883，400円
馬連： 55，923，000円 馬単： 34，495，900円 ワイド： 55，277，000円
3連複： 92，191，900円 3連単： 142，946，200円 計： 584，510，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 290円 � 170円 枠 連（5－7） 700円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 450円 �� 270円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 6，910円

票 数

単勝票数 計 419594 的中 � 233562（1番人気）
複勝票数 計1478341 的中 � 1097574（1番人気）� 32823（5番人気）� 77764（4番人気）
枠連票数 計 138834 的中 （5－7） 15346（4番人気）
馬連票数 計 559230 的中 �� 38090（4番人気）
馬単票数 計 344959 的中 �� 17957（5番人気）
ワイド票数 計 552770 的中 �� 31000（4番人気）�� 58743（2番人気）�� 10565（14番人気）
3連複票数 計 921919 的中 ��� 35073（6番人気）
3連単票数 計1429462 的中 ��� 14994（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．9―48．5―1：01．0―1：13．2―1：25．5―1：37．7―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3
7（10，8）2（4，13）1（9，14）－（6，15）－12，5－11－16，3・（7，10）8（2，4，13）（1，9，14）（6，11）15（12，5）－16－3

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

勝馬の
紹 介

マイネルモーント �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2022．8．14 新潟2着

2020．4．26生 牡2芦 母 ゲ ッ カ コ ウ 母母 チューベローズ 3戦1勝 賞金 10，100，000円

3301612月4日 晴 良 （4中山5） 第2日 第4競走 1，800�2歳新馬
発走11時15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
1：51．9
1：50．9

不良
不良

11 タイセイマンボ 牡2鹿 55 T．マーカンド田中 成奉氏 高野 友和 新冠 カミイスタット 542 ―1：56．3 2．4�
（英）

59 トロピカルタウン 牡2黒鹿55 宮崎 北斗山上 和良氏 伊坂 重信 新冠 中本 隆志 466 ―1：56．51� 46．8�
814 タマモヴェナトル 牡2黒鹿55 菊沢 一樹タマモ� 菊沢 隆徳 新ひだか 前田牧場 436 ― 〃 クビ 4．7�
35 ブリガンダイン 牡2鹿 55 津村 明秀ライオンレースホース� 林 徹 新冠 ハクレイファーム 502 ―1：57．13� 9．4�
46 ジェントルタッチ 牡2鹿 55 H．ドイル フィールドレーシング 武井 亮 新冠 松浦牧場 504 ―1：57．41� 30．1�

（英）

712 アストロアイガー 牡2鹿 55 田辺 裕信畑佐 博氏 中舘 英二 新冠 細川農場 514 ―1：57．61� 7．0	
22 ベルウッドシキシマ 牡2鹿 55 内田 博幸鈴木 照雄氏 辻 哲英 新ひだか 木下牧場 440 ―1：57．92 21．2

58 バーンキャット 牝2栗 54 横山 武史ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442 ―1：58．0� 9．0�
713 シグナルファイアー 牝2芦 54 武士沢友治藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 B488 ―1：58．31� 152．8�
23 シンキングファーザ 牡2栗 55 吉田 豊佐藤 雄司氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 462 ―1：59．04 21．6
611 デオヴォレンティ 牝2青 54 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 466 ―2：00．17 33．5�
815 レオアメニティー �2黒鹿55 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 浦河 東栄牧場 470 ―2：00．31 245．5�
47 モ キ ハ ナ 牝2鹿 54

51 ▲土田 真翔小林 由明氏 尾形 和幸 新ひだか 北洋牧場 508 ―2：01．04 167．2�
34 ツ ワ モ ノ 牡2鹿 55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 490 ―2：01．85 55．2�
610 ライヴビネガー 牡2鹿 55 大野 拓弥澤田 孝之氏 高橋 文雅 浦河 高岸 順一 534 ―2：02．54 150．6�
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売 得 金
単勝： 40，618，800円 複勝： 35，910，500円 枠連： 11，386，100円
馬連： 51，741，900円 馬単： 21，386，900円 ワイド： 43，579，300円
3連複： 72，931，700円 3連単： 71，529，000円 計： 349，084，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 690円 � 180円 枠 連（1－5） 870円

馬 連 �� 5，930円 馬 単 �� 7，380円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 440円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 34，520円

票 数

単勝票数 計 406188 的中 � 136544（1番人気）
複勝票数 計 359105 的中 � 78815（1番人気）� 9285（11番人気）� 56304（2番人気）
枠連票数 計 113861 的中 （1－5） 10083（1番人気）
馬連票数 計 517419 的中 �� 6755（19番人気）
馬単票数 計 213869 的中 �� 2173（28番人気）
ワイド票数 計 435793 的中 �� 5450（22番人気）�� 28147（2番人気）�� 5443（23番人気）
3連複票数 計 729317 的中 ��� 8455（22番人気）
3連単票数 計 715290 的中 ��� 1502（109番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．8―14．0―12．7―12．2―12．7―13．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．6―52．6―1：05．3―1：17．5―1：30．2―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．8
1
3
3（8，9）（1，6，15）（4，7，5，14）－（2，11，12）－（10，13）・（3，9，14）（1，12）（8，5）15－13，6，7－2，11＝4，10

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

勝馬の
紹 介

タイセイマンボ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 キンシャサノキセキ 初出走

2020．3．3生 牡2鹿 母 ロージーサンセット 母母 レッドハイヒール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライヴビネガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月4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。



3301712月4日 晴 良 （4中山5） 第2日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時05分 （芝・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
1：58．9
1：58．5

良
良

814 ディヴァージオン 牝2鹿 54 M．デムーロ幅田 昌伸氏 藤岡 健一 様似 猿倉牧場 420 ―2：05．0 3．2�
813 ホウオウバーナード 牡2栗 55 戸崎 圭太小笹 芳央氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 402 ― 〃 アタマ 6．2�
45 マーゴットミニモ 牝2鹿 54 横山 和生前田 良平氏 伊坂 重信 浦河 上山牧場 484 ― 〃 クビ 20．4�
33 グランドカリナン 牡2鹿 55 津村 明秀田畑 利彦氏 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 452 ―2：05．21� 5．2�
610 ランビリーゾ 牡2栗 55 T．マーカンド �シルクレーシング 斎藤 誠 洞�湖 レイクヴィラファーム 446 ―2：05．3クビ 5．2�

（英）

34 ヤマニンエンディマ 牡2鹿 55 菅原 明良土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 494 ― 〃 アタマ 9．6	
58 サンヴェリー 牡2鹿 55 大野 拓弥ホースアディクト辻 哲英 浦河 高昭牧場 458 ―2：05．41 65．3

22 キラメクホシ 牡2芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 458 ―2：05．61� 37．6�
11 コスモリボルブ 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新冠 海馬沢 明 454 ―2：05．71 17．0�
711 オセアジャーディン 牡2芦 55 野中悠太郎 XIAOジャパン 菊川 正達 青森 諏訪牧場 512 ―2：05．8� 86．2
46 ヴェルティグレ 牡2栗 55

54 ☆永野 猛蔵小島 章義氏 黒岩 陽一 日高 オリオンファーム 472 ―2：06．01� 26．5�
712 アカラレイア 牝2黒鹿54 内田 博幸河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 マリオステー

ブル 452 ―2：06．32 90．3�
69 リュウノマサムネ 牡2栗 55 松岡 正海蓑島 竜一氏 村田 一誠 新ひだか 谷岡牧場 476 ―2：06．93� 58．3�
57 トーセンベガス 牡2黒鹿55 田辺 裕信島川 �哉氏 菊川 正達 日高 有限会社 エ

スティファーム 460 ―2：07．43 99．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，610，000円 複勝： 45，330，500円 枠連： 16，525，400円
馬連： 55，400，600円 馬単： 25，283，900円 ワイド： 53，059，600円
3連複： 87，112，500円 3連単： 91，011，800円 計： 413，334，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 210円 � 390円 枠 連（8－8） 790円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，120円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 5，570円 3 連 単 ��� 19，370円

票 数

単勝票数 計 396100 的中 � 99848（1番人気）
複勝票数 計 453305 的中 � 94005（1番人気）� 55635（4番人気）� 23626（7番人気）
枠連票数 計 165254 的中 （8－8） 16038（3番人気）
馬連票数 計 554006 的中 �� 50093（2番人気）
馬単票数 計 252839 的中 �� 14120（1番人気）
ワイド票数 計 530596 的中 �� 37960（2番人気）�� 11751（14番人気）�� 5605（29番人気）
3連複票数 計 871125 的中 ��� 11709（16番人気）
3連単票数 計 910118 的中 ��� 3406（46番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．5―13．2―13．1―13．1―13．0―12．5―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―37．0―50．2―1：03．3―1：16．4―1：29．4―1：41．9―1：53．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F35．6
1
3
・（5，8）12（3，4）14，1（10，6）11，2－9，13－7・（5，8）12（3，4，14，13）（1，10，11）（2，6）－9，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディヴァージオン �
�
父 サトノダイヤモンド �

�
母父 Rock of Gibraltar 初出走

2020．3．4生 牝2鹿 母 スコアズビー 母母 シルバーチャリス 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3301812月4日 晴 良 （4中山5） 第2日 第6競走 ��
��1，200�2歳1勝クラス

発走12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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

67 � エコロアレス 牡2黒鹿55 戸崎 圭太原村 正紀氏 森 秀行 米
St. Simon
Place LLC &
Scott Stephens

462－ 41：11．1 5．3�
56 スズカコーズ 牡2黒鹿 55

54 ☆永野 猛蔵永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 504＋121：11．2クビ 11．6�
79 ス ク ー バ ー 牡2栗 55 T．マーカンド�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 484＋ 21：11．41� 1．8�

（英）

55 ゴールデンウィンド 牝2栗 54 津村 明秀�レッドマジック高柳 大輔 新冠 ハクレイファーム 464＋ 81：11．61 13．4�
811 ネバレチュゴー 牡2鹿 55

52 ▲水沼 元輝�ミルファーム 西田雄一郎 浦河 ミルファーム 512＋121：11．7	 5．5	
33 ニフェーデービル 牡2鹿 55 田辺 裕信瀬谷 
雄氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 478＋101：11．9	 24．2�
710 ゴッドセンド 牡2鹿 55 菅原 明良 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 472＋ 81：12．0	 143．7�
812 ダンスインザリング 牡2鹿 55 横山 武史古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 446＋181：12．42 21．4
68 ナックブレイブ 牡2芦 55 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 広田牧場 B472± 01：13．14 181．7�
22 エリカキルシェ 牝2栗 54 横山 和生三木 正浩氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 464＋101：13．31
 83．7�
44 � キモンアップル 牝2栗 54 H．ドイル 小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村牧場 B472－ 21：13．4	 126．7�

（英）

11 � スターオブアーサー 牡2芦 55 岡村 健司光安 了氏 嶋田 幸晴 新ひだか 松田牧場 462＋ 41：16．6大差 479．2�
（大井） （船橋）
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売 得 金
単勝： 58，033，400円 複勝： 112，328，500円 枠連： 11，585，000円
馬連： 71，727，200円 馬単： 38，015，700円 ワイド： 67，298，400円
3連複： 107，014，700円 3連単： 156，044，300円 計： 622，047，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 150円 � 170円 � 110円 枠 連（5－6） 1，560円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 640円 �� 230円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 10，750円

票 数

単勝票数 計 580334 的中 � 92701（2番人気）
複勝票数 計1123285 的中 � 91666（2番人気）� 74615（4番人気）� 694150（1番人気）
枠連票数 計 115850 的中 （5－6） 5742（6番人気）
馬連票数 計 717272 的中 �� 20979（8番人気）
馬単票数 計 380157 的中 �� 5592（15番人気）
ワイド票数 計 672984 的中 �� 23074（8番人気）�� 82808（2番人気）�� 56873（3番人気）
3連複票数 計1070147 的中 ��� 77290（2番人気）
3連単票数 計1560443 的中 ��� 10521（38番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．1―12．3―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．3―45．6―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エコロアレス �
�
父 Unified �

�
母父 Heatseeker デビュー 2022．10．9 阪神1着

2020．3．31生 牡2黒鹿 母 Red Hot Tweet 母母 Bird Chatter 2戦2勝 賞金 14，500，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターオブアーサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月4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または施行団体名を表示している。



3301912月4日 曇 良 （4中山5） 第2日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・右）

負担重量は，3歳56�4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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

815 セイウンハルカニ 牡3青鹿56 戸崎 圭太西山 茂行氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 474＋ 21：11．5 4．2�
714 アジアノジュンシン 牝4鹿 55 M．デムーロ植村 仁氏 奥村 武 日高 門別 敏朗 472＋ 21：11．92 10．6�
48 � ホテルカリホルニア 牡5鹿 57 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 504＋ 41：12．11� 11．4�
11 プリティインピンク 牝4黒鹿 55

53 △山田 敬士新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 436＋ 8 〃 クビ 36．1�
24 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 B488＋ 8 〃 ハナ 52．1�
612� ソニックムーヴ 牡4黒鹿57 T．マーカンド �ノルマンディーサラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 桜井牧場 490－161：12．2クビ 15．2	

（英）

510 サンフィニティ 牝4鹿 55 津村 明秀 
社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 444＋ 41：12．3� 28．4�
816 ヒメカミノイタダキ 牡3栗 56 菊沢 一樹國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 474－ 21：12．51� 92．1�
47 � ビービーキング 牡4鹿 57 内田 博幸
坂東牧場 戸田 博文 平取 坂東牧場 574－ 4 〃 クビ 4．7
23 ハロースクロール 牝3黒鹿54 嶋田 純次
下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B448＋121：12．6クビ 174．8�
35 ルージュブラン 牝4芦 55 丹内 祐次 �東京ホースレーシング 伊坂 重信 千歳 社台ファーム 470＋ 61：12．7	 174．0�
713
� デュアルキャリアー 牡6鹿 57 田辺 裕信ライオンレースホース� 加藤士津八 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt B552－ 21：12．9	 3．2�
12 フ エ キ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子
和田牧場 和田正一郎 浦河 カケハムポニークラブ 506－ 61：13．21	 10．8�
36 � マスケティアーズ 牡4黒鹿57 武士沢友治加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 462＋ 81：13．62� 282．0�
611 ノアファンタジー 牝4鹿 55

52 ▲土田 真翔佐山 公男氏 大江原 哲 新ひだか 原口牧場 B488＋ 81：14．45 55．2�
59 ビーマイベイビー 牝4鹿 55 杉原 誠人
ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 454＋181：14．72 32．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，414，800円 複勝： 65，783，900円 枠連： 19，689，400円
馬連： 83，968，700円 馬単： 31，782，900円 ワイド： 84，261，400円
3連複： 138，567，800円 3連単： 134，171，100円 計： 605，640，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 380円 � 300円 枠 連（7－8） 570円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 870円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 8，480円 3 連 単 ��� 47，220円

票 数

単勝票数 計 474148 的中 � 88599（2番人気）
複勝票数 計 657839 的中 � 90236（3番人気）� 41462（7番人気）� 55634（5番人気）
枠連票数 計 196894 的中 （7－8） 26702（2番人気）
馬連票数 計 839687 的中 �� 19869（14番人気）
馬単票数 計 317829 的中 �� 4435（20番人気）
ワイド票数 計 842614 的中 �� 19256（11番人気）�� 25369（7番人気）�� 14789（17番人気）
3連複票数 計1385678 的中 ��� 12255（23番人気）
3連単票数 計1341711 的中 ��� 2060（147番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．2―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―46．2―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンハルカニ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．6．27 東京8着

2019．3．30生 牡3青鹿 母 ニシノナースコール 母母 ノーブルドノール 14戦2勝 賞金 23，810，000円
〔制裁〕 セイウンハルカニ号の騎手戸崎圭太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・8番・

7番・5番・4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。

3302012月4日 曇 良 （4中山5） 第2日 第8競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走13時35分 （ダート・右）

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
1：48．5
1：47．6

重
重

24 グラスデスティーノ 牡5鹿 57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B480± 01：53．0 55．9�
714 ブレイクフォース 牡3栗 56 田辺 裕信水上 行雄氏 中舘 英二 安平 �橋本牧場 490± 0 〃 クビ 7．6�
12 クリーンドリーム 牡4芦 57 菅原 明良石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 486－ 41：53．42� 10．5�
47 � アメリカンエール 牡4芦 57 H．ドイル �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B502＋ 8 〃 ハナ 103．1�
（英）

612 ガルヴィハーラ 牡6栗 57 内田 博幸 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500－ 21：53．5クビ 12．5	
815 クアトロマジコ 牡3鹿 56 大野 拓弥大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B514－ 61：53．61 62．9

510 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＋101：53．7アタマ 2．1�
36 ギャラクシーナイト 牡3青鹿56 菊沢 一樹ライオンレースホース� 菊沢 隆徳 浦河 杵臼牧場 504＋121：54．12� 5．8�
35 ハイエストエンド 	5栗 57 T．マーカンド�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 512＋12 〃 クビ 21．4

（英）

23 ネ イ リ ッ カ 牝3芦 54 横山 武史 �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 462＋ 61：54．41
 8．0�

713 サトノフォース 	6黒鹿57 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 新ひだか 桜井牧場 464－ 21：54．6
 35．6�
59 スクリーンプロセス 	4青鹿 57

56 ☆永野 猛蔵 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 536＋ 41：54．81� 76．5�
816 ロジカルガール 牝6栗 55

53 △小林 脩斗平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 486＋ 61：55．01 170．5�
11 センタースリール 牝3鹿 54 丹内 祐次中澤 利文氏 本間 忍 日高 高山 博 460－ 61：55．1
 68．0�
611 ヘ キ ク ウ 牡3芦 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新ひだか サカイファーム 532± 01：55．2クビ 37．0�
48 マイコレット 牝4芦 55

52 ▲土田 真翔伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 508＋ 41：55．3クビ 276．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，275，200円 複勝： 75，005，600円 枠連： 19，100，000円
馬連： 96，640，900円 馬単： 34，482，900円 ワイド： 91，413，800円
3連複： 150，074，300円 3連単： 145，829，300円 計： 668，822，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，590円 複 勝 � 1，200円 � 280円 � 360円 枠 連（2－7） 3，020円

馬 連 �� 15，800円 馬 単 �� 53，210円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 4，620円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 31，750円 3 連 単 ��� 341，050円

票 数

単勝票数 計 562752 的中 � 8047（10番人気）
複勝票数 計 750056 的中 � 14342（11番人気）� 77468（4番人気）� 55800（6番人気）
枠連票数 計 191000 的中 （2－7） 4899（13番人気）
馬連票数 計 966409 的中 �� 4738（41番人気）
馬単票数 計 344829 的中 �� 486（115番人気）
ワイド票数 計 914138 的中 �� 6724（35番人気）�� 4992（46番人気）�� 23177（7番人気）
3連複票数 計1500743 的中 ��� 3544（98番人気）
3連単票数 計1458293 的中 ��� 310（865番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．9―37．8―50．6―1：02．9―1：14．9―1：27．4―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グラスデスティーノ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．6．30 福島6着

2017．3．22生 牡5鹿 母 グラスプリマ 母母 グラスレンヌ 31戦3勝 賞金 49，158，000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 インウィクトス号・ランスルー号
※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。



3302112月4日 曇 良 （4中山5） 第2日 第9競走 ��1，200�
なんそう

南総ステークス
発走14時05分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス，R3．12．4以降R4．11．27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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：05．8

良
良

36 � カンティーユ 牡4鹿 55 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 新ひだか 岡田スタツド 496＋101：07．8 3．2�

611 イルクオーレ �4鹿 56 荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 B496＋ 21：08．01� 14．7�

612 ショウナンラスボス 牡4栗 55 菅原 明良国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 B470＋ 61：08．1クビ 11．2�
35 ゼログラヴィティ 牝4黒鹿54 戸崎 圭太ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 81：08．21 2．3�
713 オシリスブレイン 牡5青鹿54 内田 博幸エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 498＋ 41：08．4� 94．8�
59 ファイアダンサー 牝4青鹿53 大野 拓弥ゴドルフィン 鈴木慎太郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 8 〃 クビ 29．1	
12 オメガラヴィサン �7鹿 56 T．マーカンド原 	子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B468－ 61：08．5� 9．3


（英）

23 シュアーヴアリア 牝4黒鹿54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ B486－ 4 〃 ハナ 16．9�

816 フォースオブウィル �5栗 55 柴田 大知柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 438＋ 21：08．6� 26．4�
510 キ ー ダ イ ヤ 牝5鹿 52 武藤 雅青山 洋一氏 藤岡 健一 浦河 谷川牧場 452＋ 2 〃 アタマ 189．8
815 ジャカランダレーン 牝4黒鹿53 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 458＋ 4 〃 アタマ 43．5�
47 ジャストザビアンカ 牝4青鹿52 H．ドイル ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 470＋ 6 〃 クビ 56．0�

（英）

11 コスモアンジュ 牝5鹿 53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 安達 洋生 506＋ 41：08．7クビ 30．3�
714 トーセンリスト 牝6栗 53 菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 470＋ 8 〃 アタマ 118．8�
48 スイーツマジック 牝4鹿 52 永野 猛蔵 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 476＋ 81：08．8� 435．4�
24 ショウナンバービー 牝5鹿 54 M．デムーロ�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 508－ 21：09．01
 31．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，715，200円 複勝： 79，255，700円 枠連： 27，870，200円
馬連： 121，747，700円 馬単： 42，175，500円 ワイド： 102，221，200円
3連複： 187，618，500円 3連単： 183，258，200円 計： 808，862，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 380円 � 250円 枠 連（3－6） 460円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 830円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 8，670円 3 連 単 ��� 33，710円

票 数

単勝票数 計 647152 的中 � 156898（2番人気）
複勝票数 計 792557 的中 � 158002（2番人気）� 44437（6番人気）� 78237（4番人気）
枠連票数 計 278702 的中 （3－6） 46650（1番人気）
馬連票数 計1217477 的中 �� 39031（7番人気）
馬単票数 計 421755 的中 �� 8757（10番人気）
ワイド票数 計1022212 的中 �� 25840（9番人気）�� 32284（5番人気）�� 14196（22番人気）
3連複票数 計1876185 的中 ��� 16221（25番人気）
3連単票数 計1832582 的中 ��� 3941（81番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．2―11．3―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―33．8―45．1―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．0
3 6，10（1，11）12（2，8，5）（9，14）（4，13，16）3，7，15 4 ・（6，10）（1，11）（5，12）（2，8）9（13，14）（4，3，16）（7，15）

勝馬の
紹 介

�カンティーユ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 パラダイスクリーク

2018．5．15生 牡4鹿 母 タ マ ヒ カ ル 母母 トーワナゴン 3戦2勝 賞金 38，097，000円
地方デビュー 2021．6．24 門別

〔制裁〕 カンティーユ号の騎手横山武史は，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：4番・3番・2番）
〔その他〕 カンティーユ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

フォースオブウィル号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カンティーユ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年1月4日まで出走できない。

フォースオブウィル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年2月4日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） 3頭 オルダージュ号・グラスミヤラビ号・ジョニーズララバイ号
※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。

3302212月4日 曇 良 （4中山5） 第2日 第10競走 ��1，800�
いちかわ

市川ステークス
発走14時40分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，R3．12．4以降R4．11．27まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

市川市長賞（1着）
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
1：48．5
1：47．6

重
重

612 ピュアジャッジ �4鹿 55 H．ドイル �山際牧場 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 492－141：51．0 15．9�
（英）

816 ガ ン ダ ル フ 牡4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 486－ 21：51．42� 5．1�
（英）

48 ト ラ モ ン ト �5栗 54 北村 宏司 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 506－ 21：51．61� 27．2�
24 サトノロイヤル 牡4鹿 56 浜中 俊里見 治氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 B508＋ 21：51．91� 12．6�
36 メンアットワーク 牡3青鹿55 田辺 裕信千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 466＋ 21：52．11� 3．4�
815 コーラスケイト 牝4鹿 52 菅原 明良大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 522－ 4 〃 ハナ 31．4	
510 タヒチアンダンス 牝3栗 53 横山 武史吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472＋ 41：52．42 12．1

12 ナリノモンターニュ 牡5黒鹿53 大野 拓弥成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 514＋141：52．71� 215．0�
11 グラスブルース 牡8鹿 53 柴田 善臣半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B506－ 61：52．8アタマ 134．0�
611 マイネルクロンヌ 牡5鹿 56 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 520＋ 81：52．9� 6．0�
713 カフェスペランツァ 牡5鹿 54 吉田 豊西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 510± 01：53．21� 153．9�
714	 コスモセイリュウ 牡5鹿 54 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 496＋ 21：53．94 49．7�
59 セイルオンセイラー 牡3黒鹿55 戸崎 圭太橋元 勇氣氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 496＋ 6 〃 アタマ 13．7�
35 ケイアイロベージ �4芦 55 三浦 皇成 ケイアイスタリオン 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 496＋12 〃 アタマ 5．7�
23 ス ペ ロ デ ア 牝5栗 52 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 長浜 秀昭 478＋ 21：54．11� 103．6�
47 オレンジペコ 牝5栗 52 黛 弘人今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 B484－ 81：54．63 78．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，507，800円 複勝： 109，424，500円 枠連： 33，190，700円
馬連： 158，560，500円 馬単： 49，950，200円 ワイド： 127，865，900円
3連複： 247，275，700円 3連単： 234，797，000円 計： 1，035，572，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 540円 � 240円 � 610円 枠 連（6－8） 1，370円

馬 連 �� 5，220円 馬 単 �� 10，210円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 5，900円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 33，090円 3 連 単 ��� 169，710円

票 数

単勝票数 計 745078 的中 � 37389（8番人気）
複勝票数 計1094245 的中 � 49193（8番人気）� 141056（2番人気）� 43153（9番人気）
枠連票数 計 331907 的中 （6－8） 18735（6番人気）
馬連票数 計1585605 的中 �� 23503（23番人気）
馬単票数 計 499502 的中 �� 3669（44番人気）
ワイド票数 計1278659 的中 �� 17245（26番人気）�� 5468（54番人気）�� 21805（20番人気）
3連複票数 計2472757 的中 ��� 5603（104番人気）
3連単票数 計2347970 的中 ��� 1003（532番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．8―12．2―12．2―12．6―12．5―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．5―47．7―59．9―1：12．5―1：25．0―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ピュアジャッジ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．1．5 中山1着

2018．4．10生 �4鹿 母 ピュアアイズ 母母 ミスワキジャパン 8戦4勝 賞金 47，836，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ペイシャクェーサー号・ボルサリーノ号
（非抽選馬） 4頭 カシノブレンド号・ギブミーラブ号・デルマオニキス号・ロワマージュ号
※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。



3302312月4日 曇 良 （4中山5） 第2日 第11競走 ��
��1，200�ラピスラズリステークス（Ｌ）

発走15時20分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4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，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：05．8

良
良

815	 ジャスパージャック 牡6鹿 56 北村 宏司加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas
Park Stud B546＋ 41：08．1 15．1�

611 シャインガーネット 牝5栗 55 横山 武史山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 480－ 81：08．2
 6．4�
36 フ レ ッ チ ア 牡7青鹿56 T．マーカンド�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 ハナ 8．5�

（英）

510 ト キ メ キ 牝5栗 54 松岡 正海�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 512± 01：08．3
 39．0�
816 アビッグチア 牝4黒鹿54 嶋田 純次藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 510－ 41：08．4クビ 30．3	
24 ディヴィナシオン 牡5黒鹿56 勝浦 正樹一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 468＋ 6 〃 クビ 27．8

47 ロードベイリーフ 牡5黒鹿56 M．デムーロ �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 492＋ 8 〃 アタマ 20．3�
714 ビップウインク 牝5青 54 H．ドイル 鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 514－ 61：08．5クビ 79．6�

（英）

713 スノーテーラー 牝5芦 54 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 クラウン日高牧場 452± 0 〃 ハナ 2．2
612 ス テ ィ ク ス 牝4鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 492－ 61：08．6クビ 23．8�
11 シセイヒテン 牡7青 56 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 468＋10 〃 ハナ 88．3�
48 ダイメイフジ 牡8鹿 58 津村 明秀宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 526＋ 2 〃 ハナ 123．7�
23 オパールシャルム 牝5栗 55 江田 照男落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 482＋ 81：08．81� 11．8�
35 メイショウケイメイ 牝6鹿 54 荻野 極松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 434－12 〃 クビ 200．6�
59 モントライゼ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 516＋121：08．91 11．1�
12 	 ハリーバローズ 牡5鹿 56 大野 拓弥猪熊 広次氏 上村 洋行 米

Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

B498＋161：09．85 12．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 99，574，000円 複勝： 113，110，000円 枠連： 49，459，900円
馬連： 274，033，900円 馬単： 98，181，500円 ワイド： 185，784，000円
3連複： 459，412，300円 3連単： 498，395，300円 計： 1，777，950，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 470円 � 250円 � 310円 枠 連（6－8） 3，070円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 10，090円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 2，470円 �� 960円

3 連 複 ��� 14，360円 3 連 単 ��� 110，940円

票 数

単勝票数 計 995740 的中 � 52564（7番人気）
複勝票数 計1131100 的中 � 56855（7番人気）� 128680（2番人気）� 96265（4番人気）
枠連票数 計 494599 的中 （6－8） 12467（15番人気）
馬連票数 計2740339 的中 �� 45239（19番人気）
馬単票数 計 981815 的中 �� 7292（36番人気）
ワイド票数 計1857840 的中 �� 28451（19番人気）�� 18969（31番人気）�� 51259（7番人気）
3連複票数 計4594123 的中 ��� 23981（46番人気）
3連単票数 計4983953 的中 ��� 3257（333番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．2―11．5―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．7―45．2―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．4
3 ・（15，12）16（3，10）（6，11）（7，14）9（1，2，13）8，4－5 4 15（12，16）（3，10）（6，11）（7，9，14）1（2，13）（8，4）5

勝馬の
紹 介

	ジャスパージャック �
�
父 Declaration of War �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2018．9．2 新潟1着

2016．4．26生 牡6鹿 母 Crescent Moon 母母 Wandering Star 19戦4勝 賞金 94，009，000円
［他本会外：4戦1勝］

〔発走状況〕 シセイヒテン号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の20頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 グレイイングリーン号・サトノファビュラス号・チェアリングソング号・マイネルジェロディ号
（非抽選馬）16頭 アスタールビー号・アッシェンプッテル号・イモータルスモーク号・ヴァニラアイス号・ヴェスターヴァルト号・

エルプシャフト号・エレナアヴァンティ号・キングストンボーイ号・コロラトゥーレ号・シャンデリアムーン号・
ディサーニング号・トウカイエトワール号・マイネルアルケミー号・ミニオンペール号・レジェーロ号・
レッドヴェイロン号

※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。

3302412月4日 曇 良 （4中山5） 第2日 第12競走 ��
��2，500�3歳以上2勝クラス

発走16時00分 （芝・右）
負担重量は，3歳55�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
2：29．5
2：28．2

良
良

22 サザンナイツ �4黒鹿57 津村 明秀ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 448＋ 42：33．9 9．4�
55 ミステリーウェイ �4黒鹿57 戸崎 圭太 �社台レースホース小林 真也 千歳 社台ファーム B498＋ 42：34．32	 2．7�
11 ポレンティア 牝5青鹿55 H．ドイル �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 502－28 〃 ハナ 14．5�
（英）

77 シャインユニバンス 牝4鹿 55 T．マーカンド亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 426－ 22：34．4	 3．0�
（英）

810 レットミーアウト 牝5黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B492＋ 42：34．71	 20．9	

33 ビートザウイングス �5栗 57
56 ☆永野 猛蔵 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B488＋ 42：34．81 15．2


89 マケルナマサムネ 牡4鹿 57 川又 賢治塩澤 正樹氏 杉山 佳明 洞
湖 レイクヴィラファーム B470＋ 82：34．9� 8．2�
78 コスモスタック 牡5黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新ひだか 稲葉牧場 468＋ 42：35．0クビ 162．6�
66 � スカイテラス 牡5黒鹿57 田辺 裕信 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B502＋14 〃 クビ 7．1
44 サイモンサーマル �7鹿 57 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 62：38．2大差 281．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 81，105，500円 複勝： 77，069，600円 枠連： 24，795，800円
馬連： 136，540，000円 馬単： 59，786，800円 ワイド： 101，364，600円
3連複： 192，522，000円 3連単： 299，169，600円 計： 972，353，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 310円 � 150円 � 380円 枠 連（2－5） 1，300円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，820円 �� 820円

3 連 複 ��� 5，810円 3 連 単 ��� 37，950円

票 数

単勝票数 計 811055 的中 � 68523（5番人気）
複勝票数 計 770696 的中 � 55029（6番人気）� 185150（2番人気）� 42914（7番人気）
枠連票数 計 247958 的中 （2－5） 14683（5番人気）
馬連票数 計1365400 的中 �� 88358（4番人気）
馬単票数 計 597868 的中 �� 14336（12番人気）
ワイド票数 計1013646 的中 �� 60795（4番人気）�� 13410（24番人気）�� 31419（13番人気）
3連複票数 計1925220 的中 ��� 24846（25番人気）
3連単票数 計2991696 的中 ��� 5715（139番人気）

ハロンタイム 7．0―12．0―12．3―12．4―12．5―12．6―12．8―12．6―12．5―12．2―11．6―11．3―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―19．0―31．3―43．7―56．2―1：08．8―1：21．6―1：34．2―1：46．7―1：58．9―2：10．5―2：21．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サザンナイツ �
�
父 トーセンラー �

�
母父 Rip Van Winkle デビュー 2020．11．23 東京6着

2018．3．13生 �4黒鹿 母 トレサンセール 母母 トレラピッド 16戦3勝 賞金 29，821，000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。

３レース目



（4中山5）第2日 12月4日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

245，320，000円
8，210，000円
35，060，000円
1，510，000円
31，430，000円
82，078，500円
4，922，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
675，277，500円
944，314，200円
253，487，200円
1，217，989，700円
484，490，000円
1，012，882，400円
1，915，943，400円
2，154，464，400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 8，658，848，800円

総入場人員 13，014名 （有料入場人員 12，466名）
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