
3304912月18日 晴 重 （3中山5） 第5日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000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 ウラカワノキセキ 牝2鹿 54 戸崎 圭太ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 462± 01：11．9 1．8�
510 パイツィーレン 牝2鹿 54 三浦 皇成西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 456－ 41：12．53� 15．3�
713 エヴリーサンクス 牝2鹿 54 内田 博幸フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 470－ 4 〃 アタマ 54．2�
24 スウィートナー 牝2鹿 54 菊沢 一樹�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 504＋ 8 〃 ハナ 4．3�
23 マキアージュ 牝2鹿 54 横山 武史中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 バンブー牧場 450－ 21：12．71� 6．3	
59 アブソルートピッチ 牝2黒鹿54 野中悠太郎松尾 正氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 468＋ 2 〃 ハナ 85．1

48 プロバブルチェンジ 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗小田 吉男氏 武井 亮 平取 川向高橋育
成牧場 B454＋101：12．8� 230．3�

816 ロサロッサーナ 牝2鹿 54
51 ▲永野 猛蔵八嶋 長久氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 B496－ 61：12．9� 25．5�

714 ムーンワード 牝2鹿 54 菅原 明良伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 B490＋ 61：13．32� 19．8
611 エンジェルモモ 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 418－ 21：13．51 362．2�
12 ウ ォ ー ク ル 牝2栗 54 嘉藤 貴行門野 重雄氏 大和田 成 日高 奥山 博 420± 01：13．71� 380．2�
612 スリールトウショウ 牝2青鹿54 丸山 元気広尾レース� 和田 雄二 新冠 中山 高鹿康 424＋ 2 〃 ハナ 98．0�
47 サクセスソング 牝2鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 440－ 21：13．91� 35．2�
35 ク ー 牝2鹿 54 丹内 祐次鈴木 正浩氏 青木 孝文 浦河 中島牧場 458＋ 61：14．53� 264．9�
36 エ ン ラ イ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 育也江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド B450＋ 41：14．81� 301．2�
815 ダイユウシェリー 牝2黒鹿 54

52 △山田 敬士大友 靖岐氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 420－ 41：15．22� 286．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，389，400円 複勝： 91，849，400円 枠連： 16，136，700円
馬連： 65，512，600円 馬単： 36，991，900円 ワイド： 62，613，100円
3連複： 107，591，600円 3連単： 144，108，200円 計： 572，192，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 250円 � 720円 枠 連（1－5） 830円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，530円 �� 4，110円

3 連 複 ��� 9，080円 3 連 単 ��� 22，560円

票 数

単勝票数 計 473894 的中 � 221249（1番人気）
複勝票数 計 918494 的中 � 514599（1番人気）� 50710（4番人気）� 14122（8番人気）
枠連票数 計 161367 的中 （1－5） 15053（2番人気）
馬連票数 計 655126 的中 �� 48552（3番人気）
馬単票数 計 369919 的中 �� 20848（5番人気）
ワイド票数 計 626131 的中 �� 45382（3番人気）�� 10072（14番人気）�� 3631（28番人気）
3連複票数 計1075916 的中 ��� 8882（25番人気）
3連単票数 計1441082 的中 ��� 4631（62番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．6―12．5―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―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4F49．6―3F38．0
3 ・（16，1）（3，5，14）（4，13）12（9，8）（2，7）15－10－11，6 4 ・（16，1）3（4，13，14）5，12（9，8）7－（2，15，10）－11－6

勝馬の
紹 介

ウラカワノキセキ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．10．9 東京3着

2019．4．12生 牝2鹿 母 クイーンキセキ 母母 ダンスミュージカル 2戦1勝 賞金 6，900，000円
※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 インヘリテッドラヴ号
（非抽選馬） 3頭 クイーンカトリーヌ号・ソーメニーサンクス号・パワポケビー号

3305012月18日 晴 重 （3中山5） 第5日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．2
1：50．9

不良
不良

12 ノクターナリティ 牡2黒鹿55 大野 拓弥ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B478＋ 61：56．2 4．8�

815 ス ク ナ 牡2鹿 55 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 上野 正恵 470± 01：56．41� 3．4�
713 セ ン ジ ュ 牡2栗 55 武士沢友治荒井 城志氏 南田美知雄 青森 マルシチ牧場 464＋101：56．5� 23．6�
59 ファディッシュ 牝2黒鹿54 岩田 望来 �社台レースホース青木 孝文 千歳 社台ファーム 438＋ 21：56．82 53．1�
611 フジシュウセツ 牡2鹿 55 内田 博幸荒木 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 512－ 41：56．9クビ 14．8�
510 ワーキングスタイル 牝2栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋12 〃 ハナ 4．3	
11 ブルーシグナル 牡2栗 55 菅原 明良田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 450＋ 21：57．21� 113．6

816 シャークアタック 牡2鹿 55 酒井 学下河辺隆行氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 476± 0 〃 クビ 65．7�
48 グランシャーク 牡2鹿 55

52 ▲小林 脩斗岡田 牧雄氏 田島 俊明 青森 谷川ファーム 500± 01：57．3クビ 77．0�
714 アグリシュブール 牡2芦 55 丹内 祐次市瀬 一浩氏 田中 剛 浦河 グランデファーム 488－ 61：57．51� 34．2
23 ハコダテジョー 牡2鹿 55 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 広大 462－ 41：57．6� 20．0�
35 ガイフウカイセイ 牡2青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 猿橋 義昭 514＋14 〃 同着 107．2�
612 トーセンフィジカル 牡2鹿 55

53 △山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 472＋101：58．13 261．8�

47 ロマンバローズ 牡2栗 55
52 ▲永野 猛蔵菅 實氏 伊藤 伸一 新冠 北星村田牧場 512－ 41：59．69 241．0�

24 シゲルジンベイザメ 牡2栗 55 江田 照男森中 蕃氏 松山 将樹 新ひだか 前谷 武志 492＋ 61：59．8� 162．7�
36 エ ム ラ ム 牡2鹿 55 �島 克駿吉田 安惠氏 鈴木慎太郎 安平 追分ファーム 504＋ 42：00．33 5．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，329，300円 複勝： 44，972，400円 枠連： 10，273，800円
馬連： 53，670，500円 馬単： 21，955，700円 ワイド： 47，266，500円
3連複： 78，825，400円 3連単： 80，137，800円 計： 370，431，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 140円 � 390円 枠 連（1－8） 590円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，220円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 10，070円

票 数

単勝票数 計 333293 的中 � 57520（3番人気）
複勝票数 計 449724 的中 � 75406（2番人気）� 108273（1番人気）� 20880（7番人気）
枠連票数 計 102738 的中 （1－8） 13309（2番人気）
馬連票数 計 536705 的中 �� 63679（1番人気）
馬単票数 計 219557 的中 �� 11124（3番人気）
ワイド票数 計 472665 的中 �� 51058（1番人気）�� 8990（15番人気）�� 13342（9番人気）
3連複票数 計 788254 的中 ��� 22937（6番人気）
3連単票数 計 801378 的中 ��� 5768（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．0―50．6―1：03．4―1：15．8―1：28．9―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

ノクターナリティ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 コ マ ン ズ デビュー 2021．8．14 新潟16着

2019．4．27生 牡2黒鹿 母 バーンアウル 母母 チ ェ ル ビ ム 4戦1勝 賞金 5，870，000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。
（非抽選馬） 1頭 オレノマサムネ号

第５回 中山競馬 第５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



3305112月18日 晴 重 （3中山5） 第5日 第3競走 ��1，200�2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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

815 ビップアクア 牝2栗 54 C．ルメール 鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 川端 正博 442－ 21：11．4 1．7�
35 トキメキナイト 牡2青鹿 55

52 ▲横山 琉人田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 466＋ 21：12．35 9．3�
612 カ イ タ ロ ー 牡2青鹿55 丸山 元気本田 恒雄氏 和田 雄二 新ひだか 嶋田牧場 454－ 41：12．5� 55．4�
48 セ イ タ ー ド 牡2栗 55

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 松浦牧場 452－ 41：12．81� 18．5�

24 ブラッドライン 牡2黒鹿55 M．デムーロ前原 敏行氏 伊藤 大士 新冠 村田牧場 480＋ 61：12．9� 5．4�
11 ギミーアワーズ 牡2栗 55 酒井 学吉田 千津氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 アタマ 31．5	
510� フウジンショウジョ 牝2栗 54 岩田 望来�レッドマジック田島 俊明 米

John D. Gunther,
Eurowest Bloodstock
& Tony Chedraoui

492－ 21：13．43 10．8

59 ヤマトコウセイ 牝2鹿 54 江田 照男鈴木 正浩氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 442＋ 21：13．5� 150．6�
12 ウインタースイート 牝2栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 春木ファーム 404－ 6 〃 アタマ 327．1
36 ウインドアベニュー 牡2鹿 55

52 ▲小林 脩斗福原 正博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B440＋121：14．13� 456．6�
611 サ ノ コ ア 牡2鹿 55 石川裕紀人佐野 信幸氏 斎藤 誠 日高 豊洋牧場 494＋ 6 〃 クビ 80．8�
23 ヒールズユアペイン 牡2鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 468± 01：15．58 517．7�
714 ハッピーノリクン 牡2栗 55 菊沢 一樹足立 範子氏 鈴木 伸尋 新ひだか タイヘイ牧場 444＋141：15．92� 10．3�
47 ディーエスリプライ 牡2鹿 55 黛 弘人秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 杵臼牧場 396± 01：16．43 390．6�
816 クリノシュワシュワ 牝2鹿 54 木幡 初也栗本 博晴氏 武市 康男 日高 増尾牧場 432± 01：17．35 529．9�
713 イノセントソレル 牡2栗 55 野中悠太郎ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 510＋ 41：20．8大差 347．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，337，100円 複勝： 110，205，600円 枠連： 10，571，000円
馬連： 52，733，400円 馬単： 35，305，400円 ワイド： 50，844，700円
3連複： 79，361，200円 3連単： 129，580，300円 計： 510，938，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 850円 枠 連（3－8） 660円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，430円 �� 4，340円

3 連 複 ��� 8，120円 3 連 単 ��� 17，590円

票 数

単勝票数 計 423371 的中 � 201857（1番人気）
複勝票数 計1102056 的中 � 714380（1番人気）� 64507（3番人気）� 10727（8番人気）
枠連票数 計 105710 的中 （3－8） 12361（2番人気）
馬連票数 計 527334 的中 �� 62929（2番人気）
馬単票数 計 353054 的中 �� 32857（2番人気）
ワイド票数 計 508447 的中 �� 47580（2番人気）�� 8542（15番人気）�� 2722（27番人気）
3連複票数 計 793612 的中 ��� 7327（23番人気）
3連単票数 計1295803 的中 ��� 5340（53番人気）

ハロンタイム 11．7―10．8―11．3―12．4―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．5―33．8―46．2―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビップアクア �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2021．6．19 東京11着

2019．3．16生 牝2栗 母 ユキノチャンプ 母母 サラトガビューティ 7戦1勝 賞金 9，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒールズユアペイン号・ハッピーノリクン号・ディーエスリプライ号・イノセントソレル号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月18日まで平地競走に出走できない。
クリノシュワシュワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月18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 ノアアーサー号
（非抽選馬） 1頭 ゲンパチプライド号

3305212月18日 晴 重 （3中山5） 第5日 第4競走 1，800�2歳未勝利
発走11時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．2
1：50．9

不良
不良

713 パーカッション 牡2青 55 菅原 明良 �キャロットファーム 田中 博康 安平 ノーザンファーム 544＋201：53．8 2．2�
815 ロードヴァレンチ �2鹿 55 内田 博幸 �ロードホースクラブ 中舘 英二 浦河 大柳ファーム 468－ 61：54．01� 12．7�
11 サパテアール 牡2青鹿55 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 B508＋ 41：54．85 71．1�

24 ララエフォール 牡2鹿 55 黛 弘人フジイ興産� 和田 雄二 平取 清水牧場 492＋ 41：55．65 4．8�
（法942）

510 フロールシュタット 牡2鹿 55 横山 武史吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 468± 01：55．81� 14．9	
12 インパチェンス 牡2黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 488＋ 61：55．9� 38．0

59 ガーディアンベル 牡2芦 55 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 田原橋本牧場 484－ 61：56．22 9．5�
611 クインズジョイフル 牝2栗 54

51 ▲横山 琉人 �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新冠 ハシモトフアーム 432－ 41：56．41 17．9�
23 ニシノミッツ �2栗 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 武市 康男 新冠 村上 欽哉 B490± 0 〃 クビ 198．7
816 キョウコウトッパ 牝2黒鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 468－ 61：56．6� 15．8�
35 デルマドワーフ 牡2栗 55 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム B454＋10 〃 クビ 218．6�
48 ゴールドルパン 牡2栗 55 戸崎 圭太田畑 利彦氏 栗田 徹 新ひだか グランド牧場 476＋ 61：56．7� 10．0�
612 セ リ ガ チ 牡2栗 55

53 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 中山 高鹿康 460＋101：56．8クビ 409．4�
47 ハウドベルク 牡2栗 55 武士沢友治西森 功氏 古賀 史生 日高 宝寄山 拓樹 480－ 61：57．33 175．8�
36 ラインラペーシュ 牝2鹿 54 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 中地 広大 454± 01：59．4大差 177．8�
714 ラ ク レ ッ ト 牡2鹿 55 大野 拓弥近藤 英二氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 518＋121：59．61� 420．6�
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売 得 金
単勝： 43，798，500円 複勝： 52，041，900円 枠連： 13，008，700円
馬連： 56，007，400円 馬単： 27，889，900円 ワイド： 53，747，700円
3連複： 82，788，800円 3連単： 95，798，200円 計： 425，081，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 340円 � 1，070円 枠 連（7－8） 620円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 610円 �� 2，520円 �� 6，240円

3 連 複 ��� 18，810円 3 連 単 ��� 49，110円

票 数

単勝票数 計 437985 的中 � 164995（1番人気）
複勝票数 計 520419 的中 � 125569（1番人気）� 35738（6番人気）� 9349（10番人気）
枠連票数 計 130087 的中 （7－8） 16041（3番人気）
馬連票数 計 560074 的中 �� 30179（6番人気）
馬単票数 計 278899 的中 �� 10771（7番人気）
ワイド票数 計 537477 的中 �� 24493（3番人気）�� 5329（31番人気）�� 2116（47番人気）
3連複票数 計 827888 的中 ��� 3300（56番人気）
3連単票数 計 957982 的中 ��� 1414（160番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―13．1―13．2―12．7―12．6―12．8―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―37．9―51．1―1：03．8―1：16．4―1：29．2―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．4
1
3
15，13（1，10）（3，9）（5，16）2（7，8）4，14－（6，11）－12
15，13，1（9，10）（3，16）（5，8，4）－2（11，7）－12，6，14

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

勝馬の
紹 介

パーカッション �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2021．7．18 福島3着

2019．1．22生 牡2青 母 ティンバレス 母母 ティエッチマンボ 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラインラペーシュ号・ラクレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月18日

まで平地競走に出走できない。



3305312月18日 晴 稍重 （3中山5） 第5日 第5競走 2，000�2歳新馬
発走12時15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

44 ブリンディジ 牡2栗 55 菅原 明良山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田農場 536 ―2：05．3 9．3�
68 ヤマニンパニータ 牝2鹿 54 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 446 ―2：05．4� 31．0�
69 ゴーシェナイト 牡2黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 486 ―2：05．5クビ 2．5�
813 マイネルメサイア 牡2芦 55 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 ―2：05．6� 4．2�
33 ビヨンドザリミット 牝2鹿 54 三浦 皇成フィールドレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 452 ―2：05．81� 8．3	
710 アカクマドリ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新ひだか 松田牧場 450 ―2：06．01� 72．4

57 ベルウッドスカイ 牡2鹿 55 津村 明秀鈴木 照雄氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 490 ―2：06．32 101．5�
812 ルールオブルーラー 牡2黒鹿55 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 566 ― 〃 アタマ 6．8�
22 モンタナサファイア 牝2鹿 54 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 日高 白井牧場 416 ―2：06．4クビ 23．9
56 マ カ イ レ イ 牝2鹿 54 池添 謙一河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 428 ―2：07．57 68．8�
11 アコークロー 牝2鹿 54 横山 武史�G1レーシング 大竹 正博 安平 追分ファーム 478 ―2：07．7� 20．9�
45 シゲルキリン 牡2芦 55 �島 克駿森中 蕃氏 田中 清隆 新ひだか グローリーファーム 524 ―2：07．81 174．0�
711 ロードエメラルド 牡2鹿 55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 416 ―2：07．9� 34．4�
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売 得 金
単勝： 48，658，900円 複勝： 54，140，300円 枠連： 12，548，700円
馬連： 61，284，800円 馬単： 28，715，800円 ワイド： 50，913，600円
3連複： 81，211，900円 3連単： 93，306，900円 計： 430，780，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 240円 � 630円 � 150円 枠 連（4－6） 1，270円

馬 連 �� 8，080円 馬 単 �� 16，870円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 440円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 8，420円 3 連 単 ��� 60，500円

票 数

単勝票数 計 486589 的中 � 43955（5番人気）
複勝票数 計 541403 的中 � 55232（5番人気）� 16435（8番人気）� 129444（1番人気）
枠連票数 計 125487 的中 （4－6） 7654（6番人気）
馬連票数 計 612848 的中 �� 5873（27番人気）
馬単票数 計 287158 的中 �� 1276（51番人気）
ワイド票数 計 509136 的中 �� 5472（26番人気）�� 32895（3番人気）�� 8552（16番人気）
3連複票数 計 812119 的中 ��� 7231（27番人気）
3連単票数 計 933069 的中 ��� 1118（194番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―37．8―51．7―1：04．7―1：17．2―1：29．9―1：42．0―1：53．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブリンディジ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Tiznow 初出走

2019．4．10生 牡2栗 母 エルクイーン 母母 エキゾチックエレガンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3305412月18日 晴 重 （3中山5） 第5日 第6競走 1，800�2歳新馬
発走12時45分 （ダート・右）

牝；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
1：52．2
1：50．9

不良
不良

711 タヒチアンダンス 牝2栗 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472 ―1：53．6 1．9�
22 ブロードリーチ 牝2栗 54 丸山 元気 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 420 ―1：56．9大差 56．7�
712 ラブベティー 牝2栗 54 田辺 裕信増田 陽一氏 尾形 和幸 新ひだか 橋本牧場 444 ―1：57．21� 12．1�
34 ミ ニ ョ ン 牝2黒鹿54 岩田 望来落合 幸弘氏 矢野 英一 浦河 富田牧場 450 ―1：57．83� 51．9�
69 ドレミフォン 牝2鹿 54 武藤 雅青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 456 ―1：58．43� 13．3	
58 ハローサブリナ 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 502 ―1：58．61� 45．2

33 バーリンギャップ 牝2芦 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488 ―1：58．81� 8．1�
46 ビービードルチェ 牝2鹿 54 江田 照男�坂東牧場 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 450 ―1：59．11� 175．9�
57 サンライズアトム 牝2黒鹿54 横山 和生永井 廣司氏 勢司 和浩 むかわ 貞広 賢治 454 ―1：59．52� 84．6
813 チャメドレア 牝2鹿 54 菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 468 ―1：59．6� 22．4�
45 エグゼクティブラン 牝2鹿 54 横山 武史村田 裕子氏 大竹 正博 むかわ 新井牧場 466 ―1：59．71 12．8�
814 リンガスキャット 牝2鹿 54 内田 博幸伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 株式会社

ケイズ 478 ―2：00．97 5．9�
11 チ ャ チ ャ 牝2芦 54 菊沢 一樹石井 義孝氏 中野 栄治 茨城 内藤牧場 492 ―2：01．85 136．3�
610 ハクサンディーバ 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人河﨑 五市氏 土田 稔 新ひだか 田湯牧場 440 ―2：02．11� 188．3�
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売 得 金
単勝： 44，904，100円 複勝： 66，268，700円 枠連： 11，880，600円
馬連： 52，519，400円 馬単： 31，015，400円 ワイド： 47，014，300円
3連複： 76，445，100円 3連単： 106，819，600円 計： 436，867，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 840円 � 250円 枠 連（2－7） 4，470円

馬 連 �� 6，370円 馬 単 �� 6，730円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 350円 �� 7，890円

3 連 複 ��� 12，130円 3 連 単 ��� 45，230円

票 数

単勝票数 計 449041 的中 � 199005（1番人気）
複勝票数 計 662687 的中 � 308638（1番人気）� 10320（10番人気）� 46260（4番人気）
枠連票数 計 118806 的中 （2－7） 2056（13番人気）
馬連票数 計 525194 的中 �� 6380（20番人気）
馬単票数 計 310154 的中 �� 3454（20番人気）
ワイド票数 計 470143 的中 �� 6899（20番人気）�� 38755（3番人気）�� 1398（49番人気）
3連複票数 計 764451 的中 ��� 4723（39番人気）
3連単票数 計1068196 的中 ��� 1712（132番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．8―12．6―12．5―12．7―12．5―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―37．8―50．4―1：02．9―1：15．6―1：28．1―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．0
1
3
・（4，11）14（1，5）9，2，10，12（8，7）＝（6，13，3）・（11，12）4－（14，9）2，1－3（5，7）－8－6－10＝13

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

勝馬の
紹 介

タヒチアンダンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2019．2．10生 牝2栗 母 ミラクルレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エグゼクティブラン号・リンガスキャット号・チャチャ号・ハクサンディーバ号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，令和4年1月18日まで平地競走に出走できない。



3305512月18日 晴 稍重 （3中山5） 第5日 第7競走 2，000�2歳未勝利
発走13時15分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．9
1：58．5

良
良

35 ルークスヘリオス 牡2鹿 55
52 ▲永野 猛蔵岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 484± 02：01．7 13．2�

47 エ テ ル ナ 牡2鹿 55 吉田 豊小林 博雄氏 古賀 史生 新冠 秋田牧場 480－ 22：02．01� 25．3�
12 ワープスピード 牡2鹿 55 菅原 明良山田 弘氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 482± 02：02．1� 2．8�
715 マイネルシーマー 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 22：02．31� 13．4�
36 ジョーカーブラウン 牡2鹿 55 戸崎 圭太プレミアムレースホース 松山 将樹 浦河 栄進牧場 524＋122：02．51� 10．8�
59 シ タ ゴ コ ロ 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 442± 02：03．24 18．3	
23 ミラキュラスライト 牡2青 55 横山 武史�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 02：03．3� 3．1

510 ウインアンサンブル 牡2黒鹿55 黛 弘人�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 22：03．72� 96．2�
816 トップスティール 牡2鹿 55 三浦 皇成井山 登氏 深山 雅史 新ひだか 千代田牧場 500－ 42：03．8� 47．9�
611 テッシトゥーラ 牡2鹿 55 丸山 元気ゴドルフィン 宮田 敬介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 42：03．9� 57．4
48 ブルーゲート 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 428－ 4 〃 クビ 8．7�
714 ラヴィアムール 牝2青鹿54 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 436＋ 4 〃 クビ 521．2�
818 シルバーサドル 牡2鹿 55

53 △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 418－ 42：04．22 582．9�
612 テイエムクロマル 牡2黒鹿55 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 482＋ 62：04．3� 459．5�
713 ケイティマジック 牡2鹿 55 石川裕紀人瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 フクオカファーム 474＋142：04．51 204．7�
817 サ ラ ー ラ 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 398－ 42：04．71� 544．1�
24 コスモナビゲーター 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 504－ 22：05．44 274．0�
11 スペースシャワー 牝2芦 54

51 ▲横山 琉人日下部勝德氏 小島 茂之 新冠 有限会社 大
作ステーブル 440－ 42：05．82� 54．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，201，500円 複勝： 61，416，400円 枠連： 15，276，500円
馬連： 72，698，100円 馬単： 29，349，600円 ワイド： 67，992，200円
3連複： 108，076，400円 3連単： 113，475，200円 計： 513，485，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 360円 � 400円 � 140円 枠 連（3－4） 1，460円

馬 連 �� 11，860円 馬 単 �� 16，340円

ワ イ ド �� 3，070円 �� 710円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 8，100円 3 連 単 ��� 73，060円

票 数

単勝票数 計 452015 的中 � 28765（5番人気）
複勝票数 計 614164 的中 � 37176（6番人気）� 32363（7番人気）� 151475（1番人気）
枠連票数 計 152765 的中 （3－4） 8063（6番人気）
馬連票数 計 726981 的中 �� 4749（35番人気）
馬単票数 計 293496 的中 �� 1347（52番人気）
ワイド票数 計 679922 的中 �� 5440（32番人気）�� 25515（7番人気）�� 17300（10番人気）
3連複票数 計1080764 的中 ��� 10000（33番人気）
3連単票数 計1134752 的中 ��� 1126（230番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．8―12．3―12．2―12．0―12．0―12．2―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―35．8―48．1―1：00．3―1：12．3―1：24．3―1：36．5―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．4
1
3

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

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

ルークスヘリオス �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．9．26 中山10着

2019．2．23生 牡2鹿 母 ヘレナモルフォ 母母 タガノブラッサム 3戦1勝 賞金 5，610，000円

3305612月18日 晴 稍重 （3中山5） 第5日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

59 フォックススリープ 牡3鹿 56 菅原 明良石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B482＋101：11．0 6．1�
24 マリーアミノル 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 410－ 81：11．2� 7．9�
816 リワードマレンゴ 牡3芦 56 三浦 皇成宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 466± 01：11．41� 7．0�
12 アジアノジュンシン 牝3鹿 54 内田 博幸植村 仁氏 奥村 武 日高 門別 敏朗 468＋ 81：11．51 20．9�
714 コングールテソーロ 牡5鹿 57 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム B490－ 41：11．6クビ 4．2�
11 アンジェリーブル 牝5栗 55 丹内 祐次伊藤 佳幸氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B466± 0 〃 クビ 35．9	
611 クイーンズテイスト 牝5黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵 
社台レースホース辻 哲英 千歳 社台ファーム 498＋ 41：11．81 13．0�
48 マルティウス 牡3黒鹿56 横山 武史太田 勝久氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 458－ 61：12．22� 6．8�
510 ミヤコノアカリ 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田都枝江氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 442＋ 6 〃 クビ 6．0
23 スターファイター 牡4鹿 57 勝浦 正樹 �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 480＋ 4 〃 アタマ 28．8�
35 フェスティヴノンノ 牝3栗 54 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 466＋161：12．51� 30．5�
36 � グランミューク 牡5栗 57 菊沢 一樹庄司 修二氏 堀井 雅広 日高 新井 昭二 476－ 41：12．92� 227．1�
713� ノボインパクト 牝3鹿 54 酒井 学矢野 琢也氏 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 444－ 6 〃 ハナ 145．3�
47 バットオールソー 牡6栗 57 岩田 望来久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 61：13．21� 31．7�
815� スラーリドラーテ 牝4鹿 55

52 ▲横山 琉人加藤 厚子氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 476－ 41：13．51� 153．7�
612� サンマルクリスエス 牡4青鹿57 嶋田 純次相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 468＋141：15．09 380．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，593，500円 複勝： 67，669，700円 枠連： 17，870，500円
馬連： 87，418，400円 馬単： 32，622，000円 ワイド： 74，415，400円
3連複： 127，094，000円 3連単： 125，839，500円 計： 576，523，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 210円 � 260円 枠 連（2－5） 1，110円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 5，800円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，110円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 8，920円 3 連 単 ��� 54，920円

票 数

単勝票数 計 435935 的中 � 56616（3番人気）
複勝票数 計 676697 的中 � 87896（2番人気）� 85258（3番人気）� 64481（6番人気）
枠連票数 計 178705 的中 （2－5） 12454（3番人気）
馬連票数 計 874184 的中 �� 27045（8番人気）
馬単票数 計 326220 的中 �� 4215（21番人気）
ワイド票数 計 744154 的中 �� 22207（8番人気）�� 17231（11番人気）�� 13123（18番人気）
3連複票数 計1270940 的中 ��� 10677（28番人気）
3連単票数 計1258395 的中 ��� 1661（184番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．0―11．9―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．3―45．2―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォックススリープ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2020．11．14 福島5着

2018．4．30生 牡3鹿 母 キャンドルアイス 母母 ブルーベイブリッジ 12戦2勝 賞金 18，910，000円
〔その他〕 サンマルクリスエス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サンマルクリスエス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年1月18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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クレマチステソーロ号



3305712月18日 晴 稍重 （3中山5） 第5日 第9競走 ��
��1，600�ひ い ら ぎ 賞

発走14時15分 （芝・右・外）
2歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000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
1：33．4
1：32．3

良
良

78 ティーガーデン 牡2黒鹿55 横山 武史 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 504＋121：35．1 4．8�
89 ロードカテドラル 牡2黒鹿55 菅原 明良 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 482± 0 〃 クビ 5．4�
55 ア ン ク ロ ワ 牝2鹿 54 横山 和生 �キャロットファーム 伊坂 重信 安平 ノーザンファーム 420－ 21：35．2クビ 6．8�
22 � エンタングルメント 牝2鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 昆 貢 英 Godolphin 474－ 21：35．52 4．5�
66 ラッピングカラーズ 牝2芦 54 石川裕紀人鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 472± 01：35．61 26．9	
44 ハッピープリベイル 牡2鹿 55 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 480± 01：35．7クビ 8．9

33 ダノンティアラ 牝2栗 54 C．ルメール�ダノックス 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 428－10 〃 アタマ 4．1�
77 ガトーフレーズ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 21：35．8� 146．2�
810 コ ウ キ 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 上原 博之 日高 広富牧場 472－ 21：36．43	 32．3
11 トゥルーブルー 牡2黒鹿55 勝浦 正樹田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 株式会社

安達牧場 428－ 41：36．71	 286．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 69，420，800円 複勝： 87，433，600円 枠連： 13，198，700円
馬連： 103，009，600円 馬単： 41，350，200円 ワイド： 67，019，600円
3連複： 125，897，200円 3連単： 188，349，200円 計： 695，678，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 160円 � 180円 枠 連（7－8） 1，130円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 370円 �� 540円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 11，260円

票 数

単勝票数 計 694208 的中 � 120393（3番人気）
複勝票数 計 874336 的中 � 144845（2番人気）� 140647（3番人気）� 117694（5番人気）
枠連票数 計 131987 的中 （7－8） 9048（4番人気）
馬連票数 計1030096 的中 �� 71700（4番人気）
馬単票数 計 413502 的中 �� 13481（10番人気）
ワイド票数 計 670196 的中 �� 48832（3番人気）�� 31009（10番人気）�� 33922（8番人気）
3連複票数 計1258972 的中 ��� 41991（10番人気）
3連単票数 計1883492 的中 ��� 12120（41番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―11．9―12．4―12．4―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．8―46．7―59．1―1：11．5―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0

3 5（6，9，10）8（2，3）7（1，4）
2
4

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

勝馬の
紹 介

ティーガーデン �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．6．6 東京5着

2019．3．18生 牡2黒鹿 母 ルミナスパレード 母母 ルミナスポイント 3戦2勝 賞金 16，131，000円
〔発走状況〕 コウキ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

3305812月18日 晴 稍重 （3中山5） 第5日 第10競走 ��2，400�
か と り

香 取 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス，2．12．19以降3．12．12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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

713 グロリアムンディ 牡3鹿 54 M．デムーロ吉田 和美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B494－ 82：34．3 3．5�
815 ダノンラスター �5鹿 57 C．ルメール�ダノックス 堀 宣行 千歳 社台ファーム B466－ 2 〃 クビ 2．2�
47 オンザフェーヴル 牡4栗 55 横山 武史廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 490－ 22：34．72� 20．2�
23 リノユニヴァース 牡3黒鹿53 岩田 望来 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512＋ 62：35．23 13．3�
816 キングサーガ �4黒鹿54 荻野 極 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476＋ 62：35．83� 27．3	
612 グッドリドゥンス 牡4栗 54 勝浦 正樹林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 492＋ 2 〃 ハナ 50．9

611 スキッピングロック 牡5鹿 54 吉田 豊 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 466± 02：36．22� 43．8�
714 サダムラピュタ 牡6黒鹿54 菅原 明良大西美生子氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B472＋ 4 〃 ハナ 47．3�
59 トップリーチ 牡4黒鹿54 武士沢友治紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 464－ 4 〃 アタマ 219．7
35 エターナルボンド 牡4黒鹿54 永野 猛蔵 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B510－ 22：36．73 67．6�
11 ダノンブレット 牡3栗 55 戸崎 圭太�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 512± 0 〃 クビ 5．2�
36 ダイシンカローリ 牡6栗 53 酒井 学大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 508－102：37．01� 60．7�
48 オンザウェイ 牡5栗 53 横山 琉人久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 538± 02：37．1クビ 254．5�
24 ラヴォラーレ 牡3鹿 54 三浦 皇成 �ローレルレーシング 武市 康男 浦河 津島 優治 524＋ 6 〃 クビ 19．3�
12 アイスブラスト 牡5鹿 54 浜中 俊 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 500－ 42：38．69 61．8�
510 サンロックランド 牡4鹿 54 横山 和生 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 526＋162：38．91� 159．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，871，000円 複勝： 102，081，900円 枠連： 32，694，500円
馬連： 142，540，500円 馬単： 57，566，900円 ワイド： 107，159，100円
3連複： 221，544，500円 3連単： 255，854，100円 計： 992，312，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 120円 � 300円 枠 連（7－8） 390円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，160円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 8，670円

票 数

単勝票数 計 728710 的中 � 164776（2番人気）
複勝票数 計1020819 的中 � 178044（2番人気）� 291047（1番人気）� 59258（5番人気）
枠連票数 計 326945 的中 （7－8） 64885（1番人気）
馬連票数 計1425405 的中 �� 226952（1番人気）
馬単票数 計 575669 的中 �� 42971（3番人気）
ワイド票数 計1071591 的中 �� 116319（2番人気）�� 21395（13番人気）�� 36155（6番人気）
3連複票数 計2215445 的中 ��� 68628（6番人気）
3連単票数 計2558541 的中 ��� 21393（14番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―13．0―12．5―13．6―13．6―12．9―12．7―12．1―12．6―12．5―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�
13．2―25．4―38．4―50．9―1：04．5―1：18．1―1：31．0―1：43．7―1：55．8―2：08．4―2：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F50．6―3F38．5
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

グロリアムンディ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Blu Air Force デビュー 2020．10．18 京都1着

2018．3．13生 牡3鹿 母 ベ ッ ト ー レ 母母 Happy Sue 10戦3勝 賞金 52，552，000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 ポップフランセ号



3305912月18日 晴 稍重 （3中山5） 第5日 第11競走 ��
��1，600�第7回ターコイズステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，2．12．19以降3．12．12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 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 609，000円 174，000円 87，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

12 ミスニューヨーク 牝4青鹿53 M．デムーロ�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 462± 01：32．8 6．8�
59 アンドラステ 牝5黒鹿56．5 岩田 望来 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：33．01� 6．3�
815 ギルデッドミラー 牝4鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486－ 21：33．1� 38．0�
24 フェアリーポルカ 牝5鹿 56 三浦 皇成山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 496－ 21：33．31� 15．5�
713 ジュランビル 牝5黒鹿53 菊沢 一樹村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 476－ 6 〃 アタマ 229．7�
35 イ ベ リ ス 牝5鹿 56 酒井 学前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 484＋121：33．4� 42．7	
47 スマートリアン 牝4鹿 54 池添 謙一大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 480－14 〃 クビ 4．3

714 マルターズディオサ 牝4青鹿56 田辺 裕信藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 456＋ 6 〃 ハナ 6．2�
48 ムーンチャイム 牝6栗 53 大野 拓弥ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 01：33．61 103．4�
611 レッドフラヴィア 牝4栗 53 津村 明秀 東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 508－101：33．7� 31．4�
23 ドナウデルタ 牝5鹿 56 	島 克駿 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：33．8� 15．3�
816 クリノプレミアム 牝4栗 53 菅原 明良栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 482－ 61：33．9� 28．5�
36 サンクテュエール 牝4鹿 55 横山 武史 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 クビ 34．9�
510 ドナアトラエンテ 牝5黒鹿55 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 468＋181：34．11� 7．1�
612 スマイルカナ 牝4芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 434－ 21：34．2
 15．8�
11 アクアミラビリス 牝5鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 432－ 41：35．58 15．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 192，802，800円 複勝： 298，669，900円 枠連： 114，828，500円
馬連： 580，788，400円 馬単： 180，465，300円 ワイド： 471，498，600円
3連複： 1，278，331，200円 3連単： 1，193，578，800円 計： 4，310，963，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 280円 � 240円 � 750円 枠 連（1－5） 1，100円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 4，020円 �� 3，500円

3 連 複 ��� 26，380円 3 連 単 ��� 107，720円

票 数

単勝票数 計1928028 的中 � 225437（4番人気）
複勝票数 計2986699 的中 � 289979（5番人気）� 370523（3番人気）� 88819（11番人気）
枠連票数 計1148285 的中 （1－5） 80498（4番人気）
馬連票数 計5807884 的中 �� 165481（8番人気）
馬単票数 計1804653 的中 �� 27740（15番人気）
ワイド票数 計4714986 的中 �� 121265（10番人気）�� 29608（50番人気）�� 34151（42番人気）
3連複票数 計12783312 的中 ��� 36334（98番人気）
3連単票数 計11935788 的中 ��� 8033（373番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．3―34．3―45．4―56．8―1：08．6―1：20．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

ミスニューヨーク �
�
父 キングズベスト �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．12．22 阪神3着

2017．4．10生 牝4青鹿 母 マンハッタンミート 母母 ダノンエトランゼル 17戦5勝 賞金 123，283，000円
〔制裁〕 アンドラステ号の騎手岩田望来は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番・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。
（非抽選馬） 2頭 サトノダムゼル号・ホウオウラスカーズ号

3306012月18日 晴 稍重 （3中山5） 第5日 第12競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走16時00分 （芝・右）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

58 ヤマニンデンファレ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 484＋101：49．4 25．1�
69 レインカルナティオ 牡4鹿 57 菅原 明良 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 508＋14 〃 クビ 21．5�
57 ミ ト ロ ジ ー �5栗 57 横山 和生 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：49．5	 46．1�
813 アールバロン 牡3鹿 56 M．デムーロ前原 敏行氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 498＋ 21：49．6クビ 4．7�
610 キタノインパクト 牡5鹿 57 C．ルメール DMMドリームクラブ� 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 504＋ 2 〃 クビ 1．9	
711 アルディエンテ 牡4青 57 横山 武史�G1レーシング 古賀 慎明 安平 追分ファーム 494＋ 21：49．7	 14．5

11 シュバルツボンバー �6鹿 57

54 ▲永野 猛蔵岡田 壮史氏 本間 忍 安平 ノーザンファーム 526＋ 6 〃 クビ 108．0�
814 サトノフォーチュン 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 506－ 21：49．91 13．4�
34 プラチナトレジャー 牡3芦 56 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 478± 01：50．11	 5．3
22 
 プ ロ ー ス 牡5栗 57 丹内 祐次髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B518＋ 4 〃 ハナ 17．7�
46 スズカノロッソ �6鹿 57

54 ▲横山 琉人永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 492－ 2 〃 ハナ 96．0�
45 ハローユニコーン 牝7鹿 55 �島 克駿 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 470－ 21：50．2クビ 106．4�
33 フィデリオグリーン 牡5鹿 57 野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 492－ 61：50．52 241．7�
712 ネバーゴーンアウト �4青鹿57 木幡 初也岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 494－ 4 〃 ハナ 233．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 80，588，000円 複勝： 125，229，100円 枠連： 31，871，300円
馬連： 148，236，700円 馬単： 65，217，400円 ワイド： 115，536，800円
3連複： 202，430，900円 3連単： 285，043，900円 計： 1，054，154，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，510円 複 勝 � 760円 � 670円 � 930円 枠 連（5－6） 1，380円

馬 連 �� 19，140円 馬 単 �� 39，990円

ワ イ ド �� 4，550円 �� 6，960円 �� 4，760円

3 連 複 ��� 91，290円 3 連 単 ��� 688，850円

票 数

単勝票数 計 805880 的中 � 25677（8番人気）
複勝票数 計1252291 的中 � 43573（8番人気）� 50487（7番人気）� 35214（9番人気）
枠連票数 計 318713 的中 （5－6） 17806（5番人気）
馬連票数 計1482367 的中 �� 6002（39番人気）
馬単票数 計 652174 的中 �� 1223（75番人気）
ワイド票数 計1155368 的中 �� 6562（36番人気）�� 4272（45番人気）�� 6278（39番人気）
3連複票数 計2024309 的中 ��� 1663（147番人気）
3連単票数 計2850439 的中 ��� 300（878番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．8―12．6―11．6―11．8―12．2―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．7―50．3―1：01．9―1：13．7―1：25．9―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンデンファレ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．7．19 福島5着

2018．4．8生 牝3芦 母 ヤマニンアドーレ 母母 ヤマニンアラバスタ 11戦3勝 賞金 24，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（3中山5）第5日 12月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 181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

226，270，000円
3，020，000円
33，030，000円
1，740，000円
25，420，000円
78，403，500円
5，249，500円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
764，894，900円
1，161，978，900円
300，159，500円
1，476，419，800円
588，445，500円
1，216，021，600円
2，569，598，200円
2，811，891，700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 10，889，410，100円

総入場人員 4，810名 （有料入場人員 3，830名）
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