
3308512月26日 晴 良 （3中山5） 第8日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走9時35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

11 セイウンシデン 牡2黒鹿55 丸山 元気西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 ガーベラパー
クスタツド 504＋ 21：11．7 2．7�

816 ミンナノユメミノル 牡2栗 55 菅原 明良矢野 琢也氏 天間 昭一 新ひだか 橋本牧場 492－ 41：12．12� 2．1�
12 アポロマジェスティ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 稲垣 幸雄 新ひだか へいはた牧場 468± 01：12．52� 13．3�
35 ア マ ゴ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行越村 哲男氏 田島 俊明 浦河 栄進牧場 440＋ 41：12．7� 77．1�
23 テンコウバヒ 牡2青鹿55 石橋 脩酒井 喜生氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 クビ 5．2�
815 ティーライトニング 牡2鹿 55 津村 明秀天白 裕之氏 辻 哲英 新ひだか 飛野牧場 470＋361：12．8クビ 18．3�
36 ロイズピーク 牡2黒鹿 55

52 ▲原 優介高橋 文男氏 武藤 善則 浦河 笠松牧場 484± 01：13．65 157．4	
48 ジュンオーズ 牡2鹿 55 大庭 和弥河合 純二氏 勢司 和浩 熊本 本田 土寿 434± 01：13．81� 101．1

713 トキメキスバル 牝2芦 54 丸田 恭介片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 本桐牧場 442－ 81：14．43� 252．1�
24 ジェムストーン 牡2芦 55

53 ◇藤田菜七子長島 利治氏 高橋 文雅 浦河 信岡牧場 442＋ 41：15．14 163．0�
510 アーリオオーリオ 牝2栗 54 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 新ひだか 大滝 康晴 454＋ 21：15．31� 48．0
47 パ ン ケ ー キ 牝2青 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 坂元 芳春 434＋101：15．61� 168．4�
612 ムーンムーンムーン 牝2栗 54

53 ☆秋山 稔樹木部 厳生氏 堀井 雅広 日高 木部ファーム B432－ 21：16．23� 106．7�
59 ノアアーサー 牡2鹿 55

52 ▲小林 脩斗佐山 公男氏 天間 昭一 平取 協栄組合 476－ 81：16．3� 51．9�
611 インヘリテッドラヴ 牝2黒鹿54 柴田 大知岡田 牧雄氏 和田 雄二 新ひだか 佐藤 鉄也 430－ 41：16．51� 337．7�
714 セイカファータ 牝2栗 54

51 ▲横山 琉人久米 大氏 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 446＋141：16．6クビ 433．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，379，700円 複勝： 56，778，300円 枠連： 16，392，000円
馬連： 89，975，400円 馬単： 40，702，000円 ワイド： 68，454，600円
3連複： 144，031，800円 3連単： 173，481，900円 計： 631，195，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 110円 � 200円 枠 連（1－8） 250円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 160円 �� 510円 �� 450円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 4，100円

票 数

単勝票数 計 413797 的中 � 119095（2番人気）
複勝票数 計 567783 的中 � 111942（2番人気）� 220474（1番人気）� 41821（4番人気）
枠連票数 計 163920 的中 （1－8） 50473（1番人気）
馬連票数 計 899754 的中 �� 221022（1番人気）
馬単票数 計 407020 的中 �� 48510（2番人気）
ワイド票数 計 684546 的中 �� 135959（1番人気）�� 28608（6番人気）�� 33172（4番人気）
3連複票数 計1440318 的中 ��� 119752（2番人気）
3連単票数 計1734819 的中 ��� 30659（9番人気）

ハロンタイム 11．6―10．5―11．2―12．1―12．2―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．1―33．3―45．4―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンシデン �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 Munnings デビュー 2021．7．11 福島9着

2019．4．26生 牡2黒鹿 母 セイウンデライラ 母母 That’s Ok 6戦1勝 賞金 8，470，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーンムーンムーン号・ノアアーサー号・インヘリテッドラヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和4年1月26日まで平地競走に出走できない。
セイカファータ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月26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 テイエムラニッコ号
（非抽選馬） 1頭 リオンラファール号

3308612月26日 晴 良 （3中山5） 第8日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時05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

58 トモジャワールド 牡2芦 55 戸崎 圭太吉冨 学氏 小笠 倫弘 日高 天羽 禮治 530± 01：54．7 1．4�
46 オヤノナナヒカリ 牡2黒鹿55 C．デムーロ �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 新ひだか タガミファーム 442± 01：55．87 3．2�

（仏）

610 ジャスティンパワー 牡2鹿 55 C．ルメール 三木 正浩氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B464＋ 61：56．01 10．6�
814 ヤサカシュエット 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 456＋ 21：56．42� 438．1�
34 エコロエース 牡2芦 55 松山 弘平原村 正紀氏 矢野 英一 浦河 日進牧場 492＋ 61：57．14 44．8�
33 トーセンコップ 牡2栗 55 吉田 豊島川 	哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B478－ 61：57．31� 55．6

712 ヴィオレントアズル 牡2青鹿55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 414＋ 61：57．51� 546．0�
711 ケリーズノベル 牡2鹿 55 菅原 明良 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム B510＋121：57．81� 23．8
11 シ ャ ン ダ ス 牡2栗 55

54 ☆秋山 稔樹西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 オカモトファーム 478＋ 61：57．9� 57．1�
69 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 B486－ 41：59．17 316．8�
813 ピンクペッパー 牡2青 55 江田 照男松本 有啓氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 506＋141：59．84 26．9�
22 ハイスペックマン 牡2鹿 55 武士沢友治柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 462＋16 〃 クビ 304．5�
57 フランドルブリエ 牡2栗 55 柴田 大知手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 村下農場 422＋ 22：00．86 477．8�
45 マイネルストーク 牡2芦 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 22：03．5大差 149．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 65，938，500円 複勝： 181，870，300円 枠連： 15，971，200円
馬連： 91，840，700円 馬単： 52，428，200円 ワイド： 72，351，300円
3連複： 140，128，800円 3連単： 242，350，100円 計： 862，879，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（4－5） 160円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 260円

ワ イ ド �� 120円 �� 280円 �� 290円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 940円

票 数

単勝票数 計 659385 的中 � 364318（1番人気）
複勝票数 計1818703 的中 � 1302867（1番人気）� 232515（2番人気）� 73116（3番人気）
枠連票数 計 159712 的中 （4－5） 75971（1番人気）
馬連票数 計 918407 的中 �� 405675（1番人気）
馬単票数 計 524282 的中 �� 150840（1番人気）
ワイド票数 計 723513 的中 �� 216046（1番人気）�� 50006（2番人気）�� 48485（3番人気）
3連複票数 計1401288 的中 ��� 246072（1番人気）
3連単票数 計2423501 的中 ��� 186910（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．4―50．4―1：02．8―1：15．2―1：28．3―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．5
1
3
8，10（5，14）（6，13）（4，9）－7－1－2－12，3，11・（8，10）（14，6）1－5（4，9）－（3，12）7（2，13）＝11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トモジャワールド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2021．12．4 中山2着

2019．3．31生 牡2芦 母 エーソングフォー 母母 Miss Garland 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピンクペッパー号・ハイスペックマン号・フランドルブリエ号・マイネルストーク号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月26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。

第５回 中山競馬 第８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



3308712月26日 晴 良 （3中山5） 第8日 第3競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・右・外）

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
1：07．8
1：07．5

良
良

12 ネ レ イ ド 牝2鹿 54 戸崎 圭太�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 442± 01：09．9 1．7�
714 グラスミヤラビ 牝2黒鹿54 江田 照男半沢� 大江原 哲 新冠 飛渡牧場 490＋281：10．11� 4．8�
47 エリークラウン 牝2鹿 54 吉田 豊谷川 正純氏 高橋 文雅 日高 クラウン日高牧場 476＋ 81：10．2クビ 8．9�
612 デ フ ィ デ リ 牡2青鹿55 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 464－ 21：10．3� 43．6�
510 セキテイホノオー 牡2芦 55 田中 勝春杉山 元洋氏 古賀 史生 新ひだか ウエスタンファーム 450＋121：10．62 52．4�
23 ホワイトスパイダー 牝2芦 54

52 △山田 敬士 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 394－ 21：10．7� 90．6	
35 ウインエイムハイ 牡2黒鹿55 丹内 祐次
ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 478－ 21：10．91� 15．5�
815 ウインソフィー 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗
ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 420± 0 〃 クビ 54．6�
713 ア リ ビ オ 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人本間 充氏 相沢 郁 日高 本間牧場 442－ 41：11．0� 25．5
59 ツキニホエル 牡2栗 55 黛 弘人植村 仁氏 浅野洋一郎 浦河 木戸口牧場 420＋ 6 〃 アタマ 416．1�
11 フ リ フ リ 牝2黒鹿54 松山 弘平 
ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 日高 中川 欽一 436± 0 〃 クビ 41．5�
36 パパリーヌキャスト 牝2青鹿54 田辺 裕信山科 統氏 大竹 正博 新ひだか 有限会社石川牧場 468－ 21：11．21� 10．5�
611 ロージーグロウ 牝2鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋121：11．52 42．4�
48 セイグッドバイ 牝2鹿 54 津村 明秀石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 細川農場 492＋121：12．13� 292．4�
24 ト ゥ ワ イ ス 牝2芦 54 M．デムーロ�野 智博氏 田中 剛 新冠 イワミ牧場 394＋181：12．2� 36．8�
816 マリノモマンドール 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵
クラウン 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 438＋ 61：12．3クビ 662．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，076，000円 複勝： 102，171，200円 枠連： 19，776，200円
馬連： 108，913，800円 馬単： 51，712，600円 ワイド： 95，144，100円
3連複： 160，078，700円 3連単： 206，628，400円 計： 805，501，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 180円 枠 連（1－7） 340円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 240円 �� 260円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 2，870円

票 数

単勝票数 計 610760 的中 � 283208（1番人気）
複勝票数 計1021712 的中 � 451205（1番人気）� 115012（2番人気）� 90038（3番人気）
枠連票数 計 197762 的中 （1－7） 44072（1番人気）
馬連票数 計1089138 的中 �� 179719（1番人気）
馬単票数 計 517126 的中 �� 57130（1番人気）
ワイド票数 計 951441 的中 �� 108279（1番人気）�� 96478（2番人気）�� 33780（5番人気）
3連複票数 計1600787 的中 ��� 116282（1番人気）
3連単票数 計2066284 的中 ��� 52145（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．7―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．9―45．6―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．0
3 2（4，12）（8，10，11）（7，13，15）（1，3，14）5（6，9）－16 4 2（4，12）（10，11）（13，15）（8，7，14）（1，3）（6，5）9＝16

勝馬の
紹 介

ネ レ イ ド �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2021．10．17 新潟2着

2019．5．16生 牝2鹿 母 ナ イ ア ー ド 母母 シャドウスプリング 5戦1勝 賞金 12，410，000円
※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 ディスフルタール号・ナムラジャスミン号・バーニーフォールズ号

3308812月26日 晴 良 （3中山5） 第8日 第4競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時05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 デインティハート 牝2鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 42：02．6 5．8�

23 ベ ジ ャ ー ル 牡2黒鹿55 C．ルメール�シンシアリー 田中 博康 浦河 辻 牧場 558＋122：02．81� 15．5�
715 サ イ ル ー ン 牡2青鹿55 C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 462＋ 22：03．33 1．8�
（仏）

818 トラストメイウェザ 牡2黒鹿55 和田 竜二菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 464－ 42：03．4� 69．9�
24 ロ ジ マ ン ボ 牡2黒鹿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 486＋142：03．5� 18．7�
48 メンアットワーク 牡2青鹿55 菅原 明良千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 452＋ 82：03．6クビ 17．2	
817 ルージュアルル 牝2栗 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 454＋ 6 〃 クビ 40．8

713 ギャラクシーナイト 牡2青鹿55 横山 武史ライオンレースホース� 菊沢 隆徳 浦河 杵臼牧場 490＋ 62：03．91� 4．2�
714 ブルボンティアラ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 日高 原田ファーム 422± 02：04．22 385．9
47 プレンドクエスト 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース池上 昌和 千歳 社台ファーム 460＋122：04．3クビ 39．6�
611 ホウオウユニコーン 牡2芦 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 8 〃 クビ 76．8�
59 ヴァンデスト 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 390－ 42：04．4� 202．7�

816 リュウバター 牡2鹿 55 江田 照男田中ふさ枝氏 田中 清隆 浦河 中村 雅明 494＋142：05．03� 640．6�
612 ロードバルドル 牡2青鹿55 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新冠 対馬 正 478± 02：05．1� 35．4�
36 ベルヴュードライヴ 牡2黒鹿55 松山 弘平谷口 悦一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 410± 02：05．2� 213．9�
12 ブランデウェイン 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 伊坂 重信 平取 びらとり牧場 478＋ 42：05．41� 598．3�
510 フレンドオパール 牝2青鹿 54

51 ▲小林 脩斗横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 412－ 62：06．14 577．5�
11 セイウンパキラ 牡2鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 村田 一誠 千歳 社台ファーム B496－282：07．27 303．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 87，215，000円 複勝： 122，036，400円 枠連： 26，426，300円
馬連： 128，447，300円 馬単： 55，715，400円 ワイド： 118，135，900円
3連複： 187，225，400円 3連単： 219，662，500円 計： 944，864，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 310円 � 120円 枠 連（2－3） 2，130円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 7，420円

ワ イ ド �� 970円 �� 380円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 22，760円

票 数

単勝票数 計 872150 的中 � 119198（3番人気）
複勝票数 計1220364 的中 � 132711（3番人気）� 71720（5番人気）� 388099（1番人気）
枠連票数 計 264263 的中 （2－3） 9588（7番人気）
馬連票数 計1284473 的中 �� 26809（12番人気）
馬単票数 計 557154 的中 �� 5626（24番人気）
ワイド票数 計1181359 的中 �� 29570（12番人気）�� 85071（2番人気）�� 42643（6番人気）
3連複票数 計1872254 的中 ��� 47374（8番人気）
3連単票数 計2196625 的中 ��� 6997（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―36．9―50．1―1：02．9―1：14．9―1：27．0―1：39．0―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デインティハート �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．9．26 中山6着

2019．4．10生 牝2鹿 母 スペルバインド 母母 デインスカヤ 2戦1勝 賞金 5，100，000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。
（非抽選馬） 4頭 カガギムレット号・キントリヒ号・グランセザム号・リニュー号
※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。



3308912月26日 晴 良 （3中山5） 第8日 第5競走 1，200�2歳新馬
発走11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

815 ライヴアメシスト 牝2鹿 54
51 ▲小林 脩斗澤田 孝之氏 黒岩 陽一 浦河 中村 雅明 420 ―1：13．6 96．6�

713 プリティバレリーナ 牝2芦 54 丹内 祐次横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 木村牧場 464 ― 〃 クビ 25．4�
714 リネンファイト 牝2黒鹿 54

52 △山田 敬士戸山 光男氏 深山 雅史 新冠 樋渡 志尚 484 ―1：13．7クビ 32．1�
59 エコロシルヴィー 牝2青鹿54 C．ルメール 原村 正紀氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 446 ―1：14．12� 2．6�
611 トワイライトドレス 牝2鹿 54

51 ▲原 優介村島 昭男氏 大和田 成 新冠 カミイスタット 482 ―1：14．63 68．6�
612 アカポネタテソーロ 牝2鹿 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 稲垣 幸雄 日高 リョーケンファー
ム株式会社 440 ―1：14．8� 7．0	

12 ネ ク タ リ ス 牡2栗 55 菅原 明良吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 476 ― 〃 クビ 4．8

48 ムーンティアラ 牝2黒鹿54 野中悠太郎大戸 志浦氏 菊川 正達 新ひだか 高橋 修 434 ―1：15．22� 154．7�
510 ラインオンザトップ 牡2栗 55

54 ☆秋山 稔樹大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 青森 伊藤牧場 442 ―1：15．3クビ 5．7�
47 ミ ザ ー ル 牡2鹿 55 横山 和生畑佐 博氏 伊藤 大士 日高 石原牧場 480 ―1：15．41 5．0
816 サイキョウノオンナ 牝2栗 54 内田 博幸山本 精一氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 446 ―1：16．03� 59．5�
23 ジャンヌデュモン 牝2栗 54

51 ▲横山 琉人大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社
大原ファーム 412 ―1：16．1� 232．1�

35 テリオスレオ 牡2鹿 55 菊沢 一樹鈴木美江子氏 田島 俊明 浦河 天馬杵臼牧場 454 ―1：16．2� 141．5�
36 シトラスダル 牝2鹿 54 岩部 純二杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 林 孝輝 450 ― 〃 同着 46．6�
24 セ ヲ ハ ヤ ミ 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 420 ―1：17．37 194．4�
11 ヴェスパーローズ 牝2黒鹿54 和田 竜二八嶋 長久氏 的場 均 新冠 シンカンファーム 438 ―1：18．68 209．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，989，900円 複勝： 69，495，000円 枠連： 20，067，500円
馬連： 92，985，700円 馬単： 39，731，000円 ワイド： 74，780，800円
3連複： 120，718，300円 3連単： 141，599，200円 計： 618，367，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，660円 複 勝 � 1，600円 � 550円 � 740円 枠 連（7－8） 7，590円

馬 連 �� 59，830円 馬 単 �� 151，260円

ワ イ ド �� 9，640円 �� 5，280円 �� 3，990円

3 連 複 ��� 118，350円 3 連 単 ��� 707，990円

票 数

単勝票数 計 589899 的中 � 4883（11番人気）
複勝票数 計 694950 的中 � 10900（11番人気）� 35276（6番人気）� 25090（7番人気）
枠連票数 計 200675 的中 （7－8） 2047（19番人気）
馬連票数 計 929857 的中 �� 1282（67番人気）
馬単票数 計 397310 的中 �� 197（142番人気）
ワイド票数 計 747808 的中 �� 1990（62番人気）�� 3660（39番人気）�� 4861（32番人気）
3連複票数 計1207183 的中 ��� 765（191番人気）
3連単票数 計1415992 的中 ��� 145（965番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―12．0―12．9―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．9―47．8―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライヴアメシスト �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．2．20生 牝2鹿 母 ヒシタイトル 母母 ヒ シ タ エ コ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アルファプリンセス号・ナノハナバタケ号・ハイリミットカフェ号・マサノカヴァリエ号・ワイドマティーニ号・

ワイワイウォリアー号

3309012月26日 晴 良 （3中山5） 第8日 第6競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時25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
1：33．4
1：32．3

良
良

816 ローブエリタージュ 牝2青鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 396 ―1：37．6 3．2�
815 ゴーゴーユタカ 牡2鹿 55 横山 武史井山 登氏 武井 亮 新冠 協和牧場 488 ―1：37．81� 12．4�
59 キラリヒカルゲーム 牝2黒鹿54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 508 ―1：38．12 21．5�
47 プリティーメモリー 牝2鹿 54 横山 和生海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 400 ― 〃 ハナ 14．3�
24 マンドローネ 牝2青鹿54 松山 弘平 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 428 ―1：38．2� 2．7�
611 ルージュエピス 牝2芦 54 池添 謙一 	東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 470 ―1：38．3� 4．4

35 ラブシックボッサ 牡2青鹿55 丸山 元気 	グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 462 ―1：38．4クビ 61．7�
510 フ ラ ン セ ス 牝2黒鹿54 石川裕紀人星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 442 ― 〃 クビ 19．2�
36 リオシャンパーニュ 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵大塚 亮一氏 鈴木慎太郎 安平 ノーザンファーム 456 ―1：38．5� 41．1
12 ジェノバフレイバー 牡2鹿 55

52 ▲原 優介尾田 信夫氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 460 ―1：38．6� 44．7�
23 ブキャナンテソーロ 牡2黒鹿55 幸 英明了德寺健二ホール

ディングス	 深山 雅史 新ひだか 米田牧場 506 ―1：38．7� 120．3�
714 ジュンツバサニセイ 牡2鹿 55 菊沢 一樹河合 純二氏 勢司 和浩 新冠 川上牧場 434 ―1：39．33� 260．5�
612 マジックゲール 牡2黒鹿55 田辺 裕信�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 470 ―1：39．4� 60．4�
48 リュウノファウラー 牡2青鹿 55

52 ▲横山 琉人蓑島 竜一氏 伊藤 伸一 日高 スウィング
フィールド牧場 446 ―1：39．71� 212．4�

713 マサノアーリー 牝2栗 54 松岡 正海猪野毛雅人氏 稲垣 幸雄 新ひだか 猪野毛牧場 450 ―1：39．91� 93．3�
11 レインアルテイシア 牝2鹿 54 勝浦 正樹西田 順彦氏 的場 均 浦河 村下農場 424 ―1：41．8大差 211．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，405，600円 複勝： 80，657，800円 枠連： 23，909，300円
馬連： 116，276，900円 馬単： 48，532，400円 ワイド： 89，455，800円
3連複： 151，537，200円 3連単： 171，268，600円 計： 756，043，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 260円 � 450円 枠 連（8－8） 1，700円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，390円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 8，980円 3 連 単 ��� 27，340円

票 数

単勝票数 計 744056 的中 � 180707（2番人気）
複勝票数 計 806578 的中 � 146654（2番人気）� 77844（4番人気）� 38787（7番人気）
枠連票数 計 239093 的中 （8－8） 10872（7番人気）
馬連票数 計1162769 的中 �� 48759（5番人気）
馬単票数 計 485324 的中 �� 13757（8番人気）
ワイド票数 計 894558 的中 �� 34632（5番人気）�� 16363（16番人気）�� 8036（28番人気）
3連複票数 計1515372 的中 ��� 12650（28番人気）
3連単票数 計1712686 的中 ��� 4541（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―24．2―36．4―48．7―1：01．5―1：14．1―1：25．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．9―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

ローブエリタージュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ウォーエンブレム 初出走

2019．1．14生 牝2青鹿 母 ローブティサージュ 母母 プチノワール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エヴェリン号・コスモシルバニア号・ディエルメス号・デルマエルフ号・パープライト号・マイネルホリゾンテ号・

ライチトゥーム号



3309112月26日 晴 良 （3中山5） 第8日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時55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
1：48．5
1：47．6

重
重

815 ホウオウルバン 牡3黒鹿56 和田 竜二小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 524－ 21：54．2 49．4�
47 ハイエストエンド �4栗 57 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 512＋18 〃 クビ 55．8�
11 トミケンベレムド 牡3栗 56 野中悠太郎蓑島 竜一氏 小西 一男 新ひだか 川端 英幸 530－ 21：55．79 244．5�
59 セイウンロミオ 牡3鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 534＋ 8 〃 クビ 18．7�
36 アシタガアルサ 牡3栗 56 江田 照男千葉 正人氏 小笠 倫弘 新ひだか 飛野牧場 B462＋ 41：55．8クビ 35．3�
816 フェイマスダンディ 牡3鹿 56 田中 勝春堀江 貞幸氏 深山 雅史 新ひだか 白井 吉美 482＋221：55．9� 14．5	
35 ルドヴィクス 牡3青 56 菅原 明良村木 克子氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 522＋261：56．0	 14．0

48 ダノンマヴロス 牡3鹿 56 三浦 皇成�ダノックス 田中 博康 新ひだか ウエスタンファーム 484＋121：56．53 7．4�
713
 ヒートヘイズ 牡3鹿 56 石川裕紀人 �フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B486＋ 41：56．7� 9．5
714 ランドアーティスト �4鹿 57 C．ルメール 吉田 照哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 486＋ 21：56．8� 1．9�
24 タスマンハイウェイ �3黒鹿56 丸山 元気吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム B538＋181：56．9クビ 37．8�
612 トリストラム 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵�レッドマジック田島 俊明 むかわ 上水牧場 504＋14 〃 ハナ 46．9�
23 カレンレベンティス 牡3黒鹿56 松山 弘平鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 468＋ 61：57．21� 6．7�
510 コトブキアルニラム 牝3芦 54

51 ▲横山 琉人尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 452＋20 〃 クビ 128．8�
12 スズカキングボス �4鹿 57 丹内 祐次永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 信岡牧場 B454－ 41：57．94 49．5�
611
 ハバチューバー 牡4栗 57

54 ▲小林 脩斗細川 大輔氏 浅野洋一郎 日高 白井牧場 516＋141：58．21� 372．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 77，346，500円 複勝： 108，072，800円 枠連： 27，834，500円
馬連： 142，486，500円 馬単： 58，623，800円 ワイド： 122，220，900円
3連複： 209，462，400円 3連単： 239，966，000円 計： 986，013，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，940円 複 勝 � 1，380円 � 1，150円 � 4，090円 枠 連（4－8） 3，500円

馬 連 �� 66，590円 馬 単 �� 104，180円

ワ イ ド �� 12，210円 �� 60，140円 �� 40，630円

3 連 複 ��� 1，378，040円 3 連 単 ��� 6，443，530円

票 数

単勝票数 計 773465 的中 � 12518（11番人気）
複勝票数 計1080728 的中 � 20968（13番人気）� 25494（12番人気）� 6821（15番人気）
枠連票数 計 278345 的中 （4－8） 6157（9番人気）
馬連票数 計1424865 的中 �� 1765（82番人気）
馬単票数 計 586238 的中 �� 422（150番人気）
ワイド票数 計1222209 的中 �� 2594（79番人気）�� 524（112番人気）�� 776（106番人気）
3連複票数 計2094624 的中 ��� 114（505番人気）
3連単票数 計2399660 的中 ��� 27（2767番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．2―51．0―1：03．4―1：15．1―1：27．6―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F39．1
1
3
16，2，4（3，5）－（8，12，14）（10，13）－（6，11）（1，9）－7－15・（7，15）－（16，4）－2（3，5，14）（8，9，13）11（10，12，6）1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウルバン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Gilded Time デビュー 2020．11．14 東京3着

2018．4．2生 牡3黒鹿 母 フサイチジェット 母母 Long Distance 8戦2勝 賞金 16，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プライムエルフ号
（非抽選馬） 4頭 キュン号・デルマタモン号・ネオヒューズ号・ペイシャジュン号

3309212月26日 晴 良 （3中山5） 第8日 第8競走 ��1，200�
と う じ

冬 至 特 別
発走13時25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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：08．5
1：08．5

重
重

815� リンカーンテソーロ 牡3栗 56 横山 和生了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven

Steadings B462－ 21：11．5 1．7�
48 エリモグリッター �4鹿 57 内田 博幸山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 480＋ 41：11．6� 78．2�
47 トモジャドット 牡5栗 57 菅原 明良吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 542＋101：11．91	 10．0�
35 ゴーストレート 牡3青鹿56 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B492＋ 81：12．11
 8．5�
24 ブーケオブアイリス 牡3黒鹿56 武 豊小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 502＋ 6 〃 アタマ 23．2�
59 � レッチェバロック 牝4鹿 55 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 MMM

Stables 496± 01：12．31
 5．6	
612 グランドストローク 牡4黒鹿57 松岡 正海 
コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 476＋ 2 〃 ハナ 21．3�
714 オンリーワンスター 牝8鹿 55 和田 翼
宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 462－ 4 〃 クビ 27．2�
12 ビップエレナ 牝3芦 54 小林 脩斗鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 486＋161：12．4クビ 35．3
510 ケイアイマリブ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 B490－ 21：12．61 75．1�
11 プレフェリータ 牝3鹿 54 横山 武史�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 480＋ 6 〃 アタマ 19．3�
713 スピードオブラブ 牝4鹿 55 江田 照男石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム B460＋ 8 〃 クビ 132．8�
23 モリトユウブ 牡6鹿 57 秋山 稔樹吉川 朋宏氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 510＋ 61：12．91� 182．0�
611 レインボービーム 牡4黒鹿57 小林 凌大北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 492＋281：13．0� 269．0�
816 ヒロノトウリョウ 牡5鹿 57 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 新冠伊藤牧場 B512＋121：13．63	 71．1�
36 ショーテンシ 牝5鹿 55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 494＋101：13．92 180．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 85，375，800円 複勝： 139，374，700円 枠連： 29，865，600円
馬連： 171，979，600円 馬単： 69，234，200円 ワイド： 134，682，800円
3連複： 235，749，600円 3連単： 292，950，900円 計： 1，159，213，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，000円 � 250円 枠 連（4－8） 950円

馬 連 �� 7，720円 馬 単 �� 8，920円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 360円 �� 6，420円

3 連 複 ��� 14，580円 3 連 単 ��� 59，650円

票 数

単勝票数 計 853758 的中 � 400468（1番人気）
複勝票数 計1393747 的中 � 549398（1番人気）� 20504（12番人気）� 110130（4番人気）
枠連票数 計 298656 的中 （4－8） 24133（4番人気）
馬連票数 計1719796 的中 �� 18354（18番人気）
馬単票数 計 692342 的中 �� 5819（25番人気）
ワイド票数 計1346828 的中 �� 15599（22番人気）�� 108246（2番人気）�� 4960（51番人気）
3連複票数 計2357496 的中 ��� 12126（43番人気）
3連単票数 計2929509 的中 ��� 3560（175番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．3―12．0―12．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―33．9―45．9―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リンカーンテソーロ �
�
父 Carpe Diem �

�
母父 Vindication デビュー 2020．6．21 函館8着

2018．3．13生 牡3栗 母 Santa Vindi 母母 Santa Catalina 12戦3勝 賞金 39，713，000円
〔その他〕 エリモグリッター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エリモグリッター号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年1月26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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 ウメタロウ号・クリノレオノール号・クロッチ号・コルニリア号・ゴールドクロス号・シセイタケル号・

ニシノライトニング号・ノーベルプライズ号・バクシン号・モリノカワセミ号・レジリエンスブルー号



3309312月26日 晴 良 （3中山5） 第8日 第9競走 ��2，500�グッドラックハンデキャップ
発走14時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス，2．12．26以降3．12．19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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

36 コーストライン 牝3鹿 51 永野 猛蔵吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B464＋ 22：35．4 24．1�
47 レッドヴェロシティ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 542＋102：35．5� 2．4�
714 ブレークアップ 牡3栗 54 横山 武史阿部東亜子氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 492＋ 42：35．81� 5．9�
612� ウインエアフォルク 牡4鹿 54 野中悠太郎成富 直行氏 根本 康広 新冠 コスモヴューファーム 480＋102：36．12 51．5�
23 コスモジェミラ 牝4芦 53 幸 英明 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 22：36．2クビ 12．0	
24 � ア ス テ ィ �5栗 54 丸田 恭介山口謙太郎氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム B428－ 2 〃 アタマ 99．4

11 ウォルフズハウル 牡5黒鹿56 菅原 明良ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 22：36．3クビ 4．0�
35 レッドクーゲル 牡5栗 53 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 448＋ 4 〃 クビ 154．0�
815 ラヴィンジャー 牝5黒鹿54 戸崎 圭太丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 436＋ 8 〃 同着 7．9
59 ハギノカエラ 牝8栗 52 菱田 裕二安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 426－16 〃 クビ 88．4�
713 タイセイドリーマー 牡3栗 54 松山 弘平田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 498± 0 〃 同着 17．0�
12 マイネルコロンブス 牡4鹿 56 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 480＋142：36．51	 58．9�
816 ネオストーリー 牡4青鹿54 内田 博幸藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 468＋ 6 〃 ハナ 77．9�
48 トロピカルストーム �8黒鹿55 岩田 望来吉田 和美氏 茶木 太樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 82：36．81� 52．6�
611 シーオブザムーン 牝5青鹿52 津村 明秀 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 486＋102：36．9
 156．9�
510 ラヴィンフォール 牝4青鹿51 江田 照男大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 506＋ 22：37．96 47．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 85，680，500円 複勝： 125，556，800円 枠連： 33，126，800円
馬連： 203，413，300円 馬単： 70，900，800円 ワイド： 152，298，100円
3連複： 293，625，400円 3連単： 320，341，400円 計： 1，284，943，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，410円 複 勝 � 380円 � 150円 � 200円 枠 連（3－4） 2，330円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 8，390円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，840円 �� 360円

3 連 複 ��� 4，490円 3 連 単 ��� 40，370円

票 数

単勝票数 計 856805 的中 � 28398（7番人気）
複勝票数 計1255568 的中 � 65359（6番人気）� 277441（1番人気）� 164207（3番人気）
枠連票数 計 331268 的中 （3－4） 10985（9番人気）
馬連票数 計2034133 的中 �� 55065（10番人気）
馬単票数 計 709008 的中 �� 6336（27番人気）
ワイド票数 計1522981 的中 �� 36027（11番人気）�� 19663（18番人気）�� 120993（2番人気）
3連複票数 計2936254 的中 ��� 48984（11番人気）
3連単票数 計3203414 的中 ��� 5752（114番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．9―18．8―30．8―42．9―55．6―1：08．7―1：22．1―1：34．7―1：47．2―1：59．2―2：11．1―2：22．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コーストライン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2020．11．15 東京4着

2018．3．19生 牝3鹿 母 リーチマイハーバー 母母 Rezagante 12戦3勝 賞金 35，067，000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 ビートザウイングス号

3309412月26日 晴 良 （3中山5） 第8日 第10競走 ��1，200�2021フェアウェルステークス
発走14時35分 （ダート・右）

3歳以上，3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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：08．5
1：08．5

重
重

12 ショウナンアニメ 牡4鹿 57 菅原 明良�湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：10．6 8．4�
23 � ワルツフォーラン 牝4青鹿55 丹内 祐次松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 B472＋ 4 〃 アタマ 6．4�
612 アーバンイェーガー 牡7黒鹿57 吉田 豊村木 克成氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 522＋101：10．81� 16．6�
611 カ イ ア ワ セ 牝4栗 55 戸崎 圭太内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 日高 オリオンファーム 456± 01：11．01� 4．5�
47 ウィッチクラフト �5鹿 57 内田 博幸 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 安平 追分ファーム 514＋ 61：11．21� 51．4	
815	 ジ ゲ ン 牡4鹿 57 岩田 望来林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A

Racing Corp. 462± 0 〃 ハナ 3．1

35 	 ピ ア シ ッ ク 牡5鹿 57 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

512± 0 〃 クビ 7．0�
714 ナイトブリーズ 牝4黒鹿55 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新ひだか 前谷 武志 510＋201：11．51
 11．8�
510 メイショウコゴミ 牝6鹿 55 横山 和生松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 452－ 41：11．6
 102．0
48 フィルストバーン �5黒鹿57 石川裕紀人�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 ハナ 35．3�
59 サンライズセナ 牡6栗 57 �島 良太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B490＋ 6 〃 クビ 68．2�
24 ニシノホライゾン 牡4鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 518＋18 〃 ハナ 26．2�
713 ムスコローソ 牡6栗 57 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 524± 01：11．81 179．0�
816 ローレルジャック 牡8黒鹿57 武士沢友治 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 508＋ 61：12．01� 224．3�
11 ナンヨーイザヨイ �5黒鹿57 江田 照男中村 德也氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 494＋14 〃 アタマ 65．2�
36 マ テ ィ ア ス 牡4栗 57 丸山 元気本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 510＋161：12．1� 43．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 100，354，000円 複勝： 146，376，700円 枠連： 43，350，700円
馬連： 280，466，100円 馬単： 87，908，500円 ワイド： 180，299，500円
3連複： 385，452，300円 3連単： 439，354，300円 計： 1，663，562，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 290円 � 220円 � 410円 枠 連（1－2） 1，870円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 930円 �� 2，150円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 12，450円 3 連 単 ��� 61，490円

票 数

単勝票数 計1003540 的中 � 94839（5番人気）
複勝票数 計1463767 的中 � 131785（5番人気）� 191664（3番人気）� 84999（7番人気）
枠連票数 計 433507 的中 （1－2） 17887（8番人気）
馬連票数 計2804661 的中 �� 92845（10番人気）
馬単票数 計 879085 的中 �� 12849（19番人気）
ワイド票数 計1802995 的中 �� 51045（10番人気）�� 21132（24番人気）�� 28989（18番人気）
3連複票数 計3854523 的中 ��� 23212（40番人気）
3連単票数 計4393543 的中 ��� 5180（195番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．0―11．9―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．5―45．4―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアニメ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Judge T C デビュー 2020．1．18 中山2着

2017．3．26生 牡4鹿 母 ストレイトフロムテキサス 母母 Tellum Texan 16戦4勝 賞金 60，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アサカディオネ号・サイファーシチー号・スーパーアキラ号・ヒートライトニング号・メイショウラビエ号

１レース目 ３レース目



3309512月26日 晴 良 （3中山5） 第8日 第11競走 ��
��2，500�有 馬 記 念（ＧⅠ）

発走15時25分 （第66回グランプリ） （芝・右）
3歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬；負担重量は，3歳55�4
歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 300，000，000円 120，000，000円 75，000，000円 45，000，000円 30，000，000円
付 加 賞 3，360，000円 960，000円 480，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：29．5
2：28．2
2：29．5

良
良
良

510 エフフォーリア 牡3鹿 55 横山 武史 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 516＋ 22：32．0 2．1�
35 ディープボンド 牡4青鹿57 和田 竜二前田 晋二氏 大久保龍志 新冠 村田牧場 502 2：32．1� 20．9�
47 クロノジェネシス 牝5芦 55 C．ルメール �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 478 2：32．2	 2．9�
59 ステラヴェローチェ 牡3黒鹿55 M．デムーロ大野 剛嗣氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 498＋ 42：32．3	 7．9�
816 タイトルホルダー 牡3鹿 55 横山 和生山田 弘氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 476＋122：32．51	 10．2�
611 アリストテレス 牡4鹿 57 武 豊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474－ 62：33．03 47．7	
713 ア カ イ イ ト 牝4青鹿55 幸 英明岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 516＋ 22：33．1	 31．8

23 モ ズ ベ ッ ロ 牡5鹿 57 池添 謙一 �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 488± 02：33．52	 146．2�
48 ユーキャンスマイル 牡6鹿 57 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512＋ 62：33．6	 150．6
815 キ セ キ 牡7黒鹿57 松山 弘平石川 達絵氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 516＋ 4 〃 クビ 43．8�
36 ウインキートス 牝4黒鹿55 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 480＋102：34．34 70．0�
612 シャドウディーヴァ 牝5黒鹿55 横山 典弘 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 ハナ 144．5�
12 パンサラッサ 牡4鹿 57 菱田 裕二広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 480＋ 62：34．4	 45．5�
11 ペルシアンナイト 牡7黒鹿57 C．デムーロ �G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 500－ 22：34．6� 62．3�

（仏）

24 メロディーレーン 牝5鹿 55 岩田 望来岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 352－ 22：35．23	 146．8�
714 アサマノイタズラ 牡3黒鹿55 田辺 裕信星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 496＋ 42：35．41
 51．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 3，494，469，900円 複勝： 2，084，705，500円 枠連： 1，400，122，600円 馬連： 6，171，585，300円 馬単： 2，742，267，600円
ワイド： 3，399，841，600円 3連複：10，021，047，100円 3連単：19，783，206，800円 5重勝： 1，252，481，600円 計： 50，349，728，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 280円 � 130円 枠 連（3－5） 1，000円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 540円 �� 170円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 7，180円

5 重 勝
対象競走：中山9R／阪神9R／中山10R／阪神10R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 1，666，800円

票 数

単勝票数 計34944699 的中 � 12860619（1番人気）
複勝票数 計20847055 的中 � 6897181（1番人気）� 1147362（5番人気）� 4177113（2番人気）
枠連票数 計14001226 的中 （3－5）1080165（4番人気）
馬連票数 計61715853 的中 �� 2914733（5番人気）
馬単票数 計27422676 的中 �� 990299（6番人気）
ワイド票数 計33998416 的中 �� 1397703（5番人気）�� 6366337（1番人気）�� 992789（7番人気）
3連複票数 計100210471 的中 ���5208745（3番人気）
3連単票数 計197832068 的中 ���1995990（14番人気）
5重勝票数 計12524816 的中 ����� 526

ハロンタイム 6．9―11．3―11．6―11．5―11．9―12．5―12．6―12．2―12．4―12．4―12．2―12．0―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．9―18．2―29．8―41．3―53．2―1：05．7―1：18．3―1：30．5―1：42．9―1：55．3―2：07．5―2：19．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．1―3F36．7
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

エフフォーリア �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．8．23 札幌1着

2018．3．10生 牡3鹿 母 ケイティーズハート 母母 ケイティーズファースト 7戦6勝 賞金 736，636，000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 エブリワンブラック号
※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。

3309612月26日 晴 良 （3中山5） 第8日 第12競走 ��1，200�キャンドルライト賞
発走16時05分 （芝・右・外）

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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

713 コスモアンジュ 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 安達 洋生 500＋ 21：09．1 6．1�
48 デルマカンノン 牝3鹿 54 C．ルメール 浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 442－101：09．2� 3．4�
59 オシリスブレイン 牡4青鹿57 横山 和生エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 502＋14 〃 アタマ 6．1�
23 バスクベレー �5鹿 57 津村 明秀吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 478＋ 8 〃 ハナ 117．7�
35 グリンデルヴァルト 牝4鹿 55 松山 弘平藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム 466＋ 2 〃 ハナ 10．7	
11 ラ ヴ ケ リ ー 牝3鹿 54 池添 謙一水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 446＋ 2 〃 ハナ 4．0

12 ゲンパチアイアン 牡4鹿 57 秋山 稔樹平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 484－ 21：09．3クビ 40．5�
510 ク ム シ ラ コ 牡3栗 56 黛 弘人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 472＋ 4 〃 クビ 17．5�
815 ラストリージョ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 452－ 61：09．51 57．8
816 ショウナンバービー 牝4鹿 55 菅原 明良�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 506± 0 〃 クビ 28．9�
47 ピースユニヴァース 牡6鹿 57 石川裕紀人久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 498＋ 81：09．7� 72．7�
611 カバーガール 牝3黒鹿54 横山 武史石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 476＋ 61：09．8� 13．1�
36 スイーツマジック 牝3鹿 54 小林 脩斗 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 474＋ 41：10．01� 29．9�
612 ロンギングバース 牡3鹿 56 野中悠太郎坂本 浩一氏 竹内 正洋 新冠 細川農場 480＋ 2 〃 ハナ 46．0�
24 コスモカッティーボ 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム B502＋101：10．31� 223．5�
714 セイドアモール 牝5鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ
アーム B520± 01：10．62 160．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 204，850，600円 複勝： 242，240，500円 枠連： 84，320，900円
馬連： 430，003，400円 馬単： 148，078，700円 ワイド： 311，794，400円
3連複： 632，707，900円 3連単： 760，251，300円 計： 2，814，247，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 180円 � 170円 � 190円 枠 連（4－7） 1，410円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 560円 �� 610円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 18，760円

票 数

単勝票数 計2048506 的中 � 266334（3番人気）
複勝票数 計2422405 的中 � 346780（3番人気）� 384544（2番人気）� 311264（4番人気）
枠連票数 計 843209 的中 （4－7） 46030（5番人気）
馬連票数 計4300034 的中 �� 210501（5番人気）
馬単票数 計1480787 的中 �� 28446（11番人気）
ワイド票数 計3117944 的中 �� 144778（4番人気）�� 129401（6番人気）�� 133281（5番人気）
3連複票数 計6327079 的中 ��� 167405（4番人気）
3連単票数 計7602513 的中 ��� 29380（36番人気）

ハロンタイム 11．6―10．6―10．9―11．5―11．7―12．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．0
3 6，13（2，15，14）（4，10，16）（5，11）3（8，12）9，7，1 4 6，13（2，15，14）（4，10）（5，3，16）11（8，12）（7，9）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモアンジュ �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．28 新潟4着

2017．5．17生 牝4鹿 母 ゴールドエンジェル 母母 エストレリータ 21戦3勝 賞金 55，558，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時10分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 カシノフォワード号

５レース目



（3中山5）第8日 12月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 192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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

770，300，000円
8，210，000円
40，330，000円
6，900，000円
100，130，000円
77，000，000円
84，562，000円
5，872，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
4，437，082，000円
3，459，336，000円
1，741，163，600円
8，028，374，000円
3，465，835，200円
4，819，459，800円
12，681，764，900円
22，991，061，400円
1，252，481，600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
5 重 勝
計 62，876，558，500円

総入場人員 6，140名 （有料入場人員 4，262名）
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