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オッズ・
単勝
人気

00061 1月16日 晴 良 （4中山1） 第6日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

35 ゲンパチプライド 牡3黒鹿 56
53 ▲横山 琉人平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 上村 清志 466－ 21：13．0 6．4�

611 ムーンワード 牝3鹿 54 斎藤 新伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 B492＋ 21：13．2� 43．8�
48 オリーヴベリー 牡3黒鹿56 菅原 明良 �シルクレーシング 武市 康男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋12 〃 クビ 56．4�
714 エコロシルヴィー 牝3青鹿54 C．ルメール 原村 正紀氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 450＋ 4 〃 ハナ 4．6�
816 グリーンライズ 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵加藤 興一氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 454± 01：13．3� 21．8�
815� モンスマルティス 牡3栗 56 三浦 皇成ゴドルフィン 池上 昌和 英 Whitsbury

Manor Stud 502＋101：13．61� 4．7	
59 オーブラック 牡3青鹿56 丹内 祐次加藤 徹氏 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 496＋ 2 〃 ハナ 2．8

23 ハピネスガッサン 牝3栗 54 戸崎 圭太西村 專次氏 田島 俊明 浦河 中脇 満 422－ 21：13．81� 9．1�
24 ルルネージュ 牝3芦 54 江田 照男ディアレストクラブ� 武市 康男 浦河 宮内牧場 474＋ 4 〃 クビ 32．2
36 シルバーキングダム 牡3黒鹿56 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 490＋101：13．9クビ 20．0�
510 ザビッグマン 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 棚川 光男 B548＋ 41：14．32� 50．7�
11 ウ ル オ イ 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 434＋ 41：14．5� 294．7�
12 イ チ ゴ ガ リ 牝3栗 54 丸田 恭介田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 様似 髙村 伸一 398± 01：15．13� 495．9�
713 セキテイジュウオー 牡3芦 56 田中 勝春杉山 元洋氏 古賀 史生 日高 千葉飯田牧場 502＋ 61：15．31 271．1�
47 ハルノトゥーリ 牝3鹿 54 武士沢友治丸山 竜一氏 小桧山 悟 浦河 大北牧場 468± 01：15．51� 551．7�
612 カガファクター 牡3芦 56 岩部 純二香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 片岡 博 460＋ 41：15．71� 104．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，136，000円 複勝： 60，545，200円 枠連： 15，695，600円
馬連： 77，785，100円 馬単： 31，775，200円 ワイド： 71，265，200円
3連複： 122，372，000円 3連単： 122，513，800円 計： 546，088，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 270円 � 850円 � 1，070円 枠 連（3－6） 5，820円

馬 連 �� 10，770円 馬 単 �� 16，800円

ワ イ ド �� 3，270円 �� 5，010円 �� 11，120円

3 連 複 ��� 109，130円 3 連 単 ��� 394，760円

票 数

単勝票数 計 441360 的中 � 54722（4番人気）
複勝票数 計 605452 的中 � 69017（4番人気）� 17379（9番人気）� 13512（10番人気）
枠連票数 計 156956 的中 （3－6） 2088（16番人気）
馬連票数 計 777851 的中 �� 5594（32番人気）
馬単票数 計 317752 的中 �� 1418（50番人気）
ワイド票数 計 712652 的中 �� 5669（33番人気）�� 3674（42番人気）�� 1641（58番人気）
3連複票数 計1223720 的中 ��� 841（172番人気）
3連単票数 計1225138 的中 ��� 225（770番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．6―12．3―12．6―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．1―46．4―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチプライド �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2021．10．3 中山4着

2019．2．27生 牡3黒鹿 母 クラッシーシャーロット 母母 Classy Mirage 4戦1勝 賞金 7，070，000円
〔制裁〕 ゲンパチプライド号の騎手横山琉人は，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：7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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダイユウシェリー号
（非抽選馬） 2頭 マサルイチバンボシ号・ラブシックボッサ号

00062 1月16日 晴 良 （4中山1） 第6日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

815 ホノノディーヴァ 牝3鹿 54 内田 博幸鈴木 誠氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 81：55．8 2．1�

58 ラブミーディザイア 牝3鹿 54 大野 拓弥小林 祥晃氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 484± 01：56．75 20．2�
814 イエローウィン 牝3黒鹿54 丹内 祐次平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 B460＋ 21：57．65 68．8�
47 ジューンポンポン 牝3栗 54 井上 敏樹吉川 潤氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 476± 01：58．02� 2．6�
712 イサチルウキウキ 牝3黒鹿54 木幡 初也小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 452＋121：58．31� 221．8�
713 ノーブルグレイシャ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人吉木 伸彦氏 武藤 善則 新ひだか 飛野牧場 470－ 21：58．4� 20．2�
46 レインツリー 牝3鹿 54 菅原 明良	ノースヒルズ 中舘 英二 新ひだか 土居牧場 446－ 41：58．61 27．6

35 ト レ ー ネ 牝3青鹿54 丸田 恭介永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 浦河 赤田牧場 470＋ 4 〃 クビ 79．9�
610 エスカペード 牝3鹿 54 戸崎 圭太佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新ひだか 本桐牧場 454－ 21：58．7クビ 74．4�
34 シャムトラダイコウ 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 490＋ 4 〃 アタマ 302．1
23 ナイルプロジェクト 牝3鹿 54 石川裕紀人中村 智幸氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム B446＋ 61：58．8� 31．4�
11 ジョブックフィオリ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士	萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 438＋ 41：59．0� 191．2�
22 ブ ー ガ ル ー 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �PRIDE ROCK 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 454－ 4 〃 クビ 11．6�
59 モンタナサファイア 牝3鹿 54 和田 竜二金子真人ホール

ディングス	 大和田 成 日高 白井牧場 412－ 41：59．31� 9．3�
611 パ ン ケ ー キ 牝3青 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 坂元 芳春 430－ 42：00．78 344．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 44，976，500円 複勝： 57，441，500円 枠連： 17，253，400円
馬連： 65，970，500円 馬単： 33，034，500円 ワイド： 62，406，700円
3連複： 105，485，100円 3連単： 120，133，700円 計： 506，701，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 360円 � 800円 枠 連（5－8） 470円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，100円 �� 6，340円

3 連 複 ��� 12，850円 3 連 単 ��� 31，020円

票 数

単勝票数 計 449765 的中 � 166510（1番人気）
複勝票数 計 574415 的中 � 231016（1番人気）� 28146（6番人気）� 11222（9番人気）
枠連票数 計 172534 的中 （5－8） 28250（2番人気）
馬連票数 計 659705 的中 �� 35891（5番人気）
馬単票数 計 330345 的中 �� 11731（6番人気）
ワイド票数 計 624067 的中 �� 25242（6番人気）�� 14692（11番人気）�� 2396（45番人気）
3連複票数 計1054851 的中 ��� 6152（39番人気）
3連単票数 計1201337 的中 ��� 2807（85番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―13．5―13．3―12．5―12．7―13．1―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―38．2―51．5―1：04．0―1：16．7―1：29．8―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．1
1
3
・（8，15）（5，10，11）（6，7，14）（1，13）（2，12）（3，4）9・（8，15）（5，10，14）（11，7）（6，13，12，4）1，9－（3，2）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホノノディーヴァ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Orpen デビュー 2021．7．17 福島3着

2019．1．12生 牝3鹿 母 テスタオクローチェ 母母 Shiver Stream 5戦1勝 賞金 9，510，000円

第１回 中山競馬 第６日



00063 1月16日 晴 良 （4中山1） 第6日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

611 ホウオウニンジャ 牡3黒鹿56 和田 竜二小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 536＋201：56．3 9．0�
12 ブラックピアノ 牡3青鹿56 大野 拓弥井上 久光氏 松永 康利 新冠 大林ファーム 464＋101：56．51� 17．6�
713 オセアレジェンド 牡3青 56 団野 大成 IHR 田村 康仁 むかわ 上水牧場 484± 01：56．6� 8．9�
35 ラ イ リ ッ ズ 牡3栗 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 476－ 41：57．02� 9．0�
59 ミストルティン 牡3鹿 56 菅原 明良野田 善己氏 加藤士津八 新ひだか 城地牧場 452－ 41：57．1� 16．9�
23 サバンナモンキー 牡3黒鹿56 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 466－101：57．42 5．0	
48 シ ャ ン ダ ス 牡3栗 56 斎藤 新西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 オカモトファーム 482＋ 41：57．93 207．1

815 ヴァプンアート 牡3鹿 56 戸崎 圭太西森 功氏 堀井 雅広 平取 赤石牧場 458＋ 81：58．11� 3．6�
11 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 490＋ 21：58．2� 53．8�
510 フジシュウセツ 牡3鹿 56 内田 博幸荒木 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 512± 01：58．83� 31．9
24 モ ー ル 牡3栗 56 石橋 脩 �ローレルレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 468－ 21：59．11� 3．9�
816 グラフィティウォー 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵岡田 牧雄氏 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド 446－ 21：59．31� 273．3�
36 ジュンバレット 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗河合 純二氏 伊坂 重信 新冠 川上牧場 460－ 41：59．61� 349．8�
612 カ ラ ニ 牡3黒鹿56 武士沢友治助川 啓一氏 水野 貴広 日高 木村牧場 B520± 02：00．87 677．1�
47 ヴェルダット 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人八嶋 長久氏 小島 茂之 新ひだか 前田ファーム B494＋ 22：01．33 380．4�
714 トーセンソロモン 牡3鹿 56 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 藤沢牧場 440－ 22：02．15 127．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，413，000円 複勝： 69，602，600円 枠連： 20，014，200円
馬連： 83，437，500円 馬単： 32，918，400円 ワイド： 79，159，300円
3連複： 129，009，000円 3連単： 121，635，200円 計： 584，189，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 450円 � 520円 � 270円 枠 連（1－6） 9，710円

馬 連 �� 10，670円 馬 単 �� 18，800円

ワ イ ド �� 3，600円 �� 1，990円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 28，140円 3 連 単 ��� 149，720円

票 数

単勝票数 計 484130 的中 � 42635（6番人気）
複勝票数 計 696026 的中 � 38569（7番人気）� 32904（8番人気）� 76461（4番人気）
枠連票数 計 200142 的中 （1－6） 1596（23番人気）
馬連票数 計 834375 的中 �� 6058（33番人気）
馬単票数 計 329184 的中 �� 1313（58番人気）
ワイド票数 計 791593 的中 �� 5624（36番人気）�� 10330（25番人気）�� 7930（31番人気）
3連複票数 計1290090 的中 ��� 3438（84番人気）
3連単票数 計1216352 的中 ��� 589（464番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―13．4―13．7―12．6―12．2―13．0―13．3―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．8―51．5―1：04．1―1：16．3―1：29．3―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F40．0
1
3
10，13，4（6，16）（3，9）（1，2，15）14，8，12－5－11，7・（13，5）11，10（16，9）（6，15）（4，2）（3，1）（8，14）12＝7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウニンジャ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Mutakddim デビュー 2021．10．23 東京14着

2019．1．23生 牡3黒鹿 母 ウォッチハー 母母 Wally 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 サバンナモンキー号の騎手石川裕紀人は，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：1番・8番・

12番・14番）
カラニ号の騎手武士沢友治は，競走中の御法（鞭の使用）について戒告。

〔その他〕 トーセンソロモン号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

00064 1月16日 晴 良 （4中山1） 第6日 第4競走 1，800�3歳新馬
発走11時40分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

22 チ ャ プ リ 牝3栗 54 菅原 明良西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 472 ―1：56．8 9．4�
34 キタノハートネル 牝3鹿 54 武士沢友治北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 山際牧場 438 ―1：57．65 23．8�
610 ウインターセット 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 498 ― 〃 ハナ 1．6�
69 ソングオブバラード 牝3鹿 54 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 辻 哲英 新ひだか 藤原牧場 454 ―1：58．23� 72．2�
45 ル チ ア 牝3鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486 ―1：58．52 4．3	
33 ア カ ネ 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵池袋レーシング 武井 亮 日高 株式会社
目黒牧場 466 ―1：58．71� 75．0


712 エクセレントジェム 牝3青 54 丸山 元気 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 482 ―1：59．44 22．7�
814 カハラオプナ 牝3黒鹿54 丹内 祐次村山 卓也氏 鈴木 伸尋 新冠 小泉牧場 496 ―1：59．5クビ 89．5�
46 ニジイロノコマ 牝3栗 54 嶋田 純次 �YGGホースクラブ 大竹 正博 日高 オリオンファーム 480 ―1：59．71� 10．8
711 ジュリエンヌ 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人増田 和啓氏 大和田 成 平取 二風谷ファーム 452 ―1：59．8� 211．9�
11 ヴァルドマルヌ 牝3黒鹿54 北村 宏司村野 康司氏 大和田 成 日高 下河辺牧場 406 ―2：00．12 142．5�
813 フ ル ゴ ル 牝3黒鹿54 江田 照男�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 406 ―2：01．27 48．4�
58 メ タ バ ー ス 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか タガミファーム 504 ― 〃 アタマ 19．7�
57 リキサンウィン 牝3黒鹿54 菊沢 一樹 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 492 ―2：02．58 53．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，805，500円 複勝： 79，045，000円 枠連： 14，888，300円
馬連： 61，400，400円 馬単： 35，678，800円 ワイド： 55，994，800円
3連複： 88，557，500円 3連単： 119，590，800円 計： 499，961，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 230円 � 370円 � 110円 枠 連（2－3） 7，610円

馬 連 �� 11，140円 馬 単 �� 25，750円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 350円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 67，260円

票 数

単勝票数 計 448055 的中 � 37968（3番人気）
複勝票数 計 790450 的中 � 49764（4番人気）� 25493（7番人気）� 429694（1番人気）
枠連票数 計 148883 的中 （2－3） 1516（19番人気）
馬連票数 計 614004 的中 �� 4268（27番人気）
馬単票数 計 356788 的中 �� 1039（50番人気）
ワイド票数 計 559948 的中 �� 5665（24番人気）�� 45149（2番人気）�� 18438（8番人気）
3連複票数 計 885575 的中 ��� 14878（13番人気）
3連単票数 計1195908 的中 ��� 1289（181番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．7―51．1―1：03．9―1：17．2―1：31．0―1：44．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チ ャ プ リ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2019．4．19生 牝3栗 母 ホワイトフーガ 母母 マリーンウィナー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 リキサンウィン号の騎手菊沢一樹は，向正面での御法（鞭の使用）について戒告。



00065 1月16日 晴 良 （4中山1） 第6日 第5競走 1，600�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・右・外）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

23 ハピネスアゲン 牝3芦 54 江田 照男浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 富田牧場 446＋ 41：36．0 3．7�
59 カヨウネンカ 牝3栗 54 和田 竜二�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 444＋ 21：36．1� 15．7�
36 プリティーメモリー 牝3鹿 54 三浦 皇成海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 394－ 61：36．31� 17．1�
714 ココリヴァルキリー 牝3黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 日高 厚賀古川牧場 428＋ 21：36．4� 5．8�
48 チューウィー 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 浦河 金石牧場 434－ 61：36．61� 14．2�
713 ルーラータイム 牝3鹿 54 松若 風馬酒井 喜生氏 矢野 英一 浦河 三好牧場 458－ 8 〃 アタマ 162．9	
12 クインズステラ 牝3鹿 54 斎藤 新 
ケイアイスタリオン 池上 昌和 浦河 高昭牧場 454－ 21：36．7クビ 20．0�
815 スズノテレサ 牝3黒鹿54 菅原 明良小紫 嘉之氏 深山 雅史 千歳 社台ファーム 444－ 41：36．8� 11．0�
35 シュネーシュテルン 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗西森 功氏 清水 英克 新ひだか 信田牧場 456－ 41：36．9アタマ 422．9
24 アドマイヤザルミナ 牝3鹿 54 石川裕紀人近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 456± 01：37．0� 11．2�
11 イ チ ゴ 牝3黒鹿54 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 和幸 458－ 8 〃 ハナ 30．4�
612 キラリヒカルゲーム 牝3黒鹿54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 498－101：37．1� 5．6�
510 リメインステディ 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 434－ 41：37．31� 46．0�
47 ソ メ ッ ト 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 
ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 402－ 61：37．4� 328．4�
611 シゲルヒバリ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人森中 蕃氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 398－ 81：37．93 405．1�
816 アンテロープ 牝3鹿 54 団野 大成村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 448＋ 21：39．610 7．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，574，300円 複勝： 75，315，100円 枠連： 20，336，700円
馬連： 81，805，800円 馬単： 31，539，900円 ワイド： 75，558，000円
3連複： 121，068，100円 3連単： 116，410，100円 計： 567，608，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 400円 � 470円 枠 連（2－5） 1，900円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，020円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 16，220円 3 連 単 ��� 69，690円

票 数

単勝票数 計 455743 的中 � 98270（1番人気）
複勝票数 計 753151 的中 � 176010（1番人気）� 41620（8番人気）� 34218（10番人気）
枠連票数 計 203367 的中 （2－5） 8263（8番人気）
馬連票数 計 818058 的中 �� 21634（12番人気）
馬単票数 計 315399 的中 �� 4758（16番人気）
ワイド票数 計 755580 的中 �� 17917（12番人気）�� 19442（10番人気）�� 5426（49番人気）
3連複票数 計1210681 的中 ��� 5596（66番人気）
3連単票数 計1164101 的中 ��� 1211（262番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．6―47．4―59．5―1：11．8―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハピネスアゲン �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．12．25 中山3着

2019．3．10生 牝3芦 母 エイシンスイーツ 母母 バーモントガール 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 カヨウネンカ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コスモスフレ号・バスマティ号

00066 1月16日 晴 良 （4中山1） 第6日 第6競走 ��1，600�3歳新馬
発走13時00分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

47 ウインエクレール 牝3鹿 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 462 ―1：36．3 1．6�
816 バンデルオーラ 牡3鹿 56 団野 大成 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 470 ―1：36．4クビ 24．1�
59 � サトノプリエール 牝3芦 54 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 愛 St. Croix

Bloodstock 450 ―1：36．72 18．9�
815 ベルウッドツクバ 牡3鹿 56 原田 和真鈴木 照雄氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 466 ―1：36．91� 42．6�
24 ダブルダブル 牡3鹿 56 内田 博幸千明牧場 尾関 知人 日高 千明牧場 436 ―1：37．11� 33．4	
714� マダムアドミレ 牝3鹿 54 和田 竜二�ラ・メール 田村 康仁 英 La Mere

Co. Ltd 438 ―1：37．31� 151．2

48 キ ャ ミ 牝3黒鹿54 吉田 豊�Horse Net 田中 博康 日高 モリナガファーム 444 ― 〃 アタマ 195．1�
11 クイーンドライヴ 牝3青鹿54 江田 照男井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 418 ―1：37．61� 113．1�
12 ホウオウノーサイド 牡3栗 56 斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 472 ―1：37．7� 13．1
510 ジュレップグラス 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 436 ―1：37．91 45．5�

23 タマモペアリング 牝3鹿 54
53 ☆木幡 育也タマモ� 角田 晃一 新冠 対馬 正 458 ―1：38．0� 74．0�

36 コウソクブラック 牡3鹿 56 菅原 明良野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞	湖 レイクヴィラファーム 492 ―1：38．42� 3．3�
611 ア レ ナ リ ア 牝3青鹿54 宮崎 北斗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 430 ― 〃 クビ 264．4�
612 スプレッドイーグル 牡3鹿 56 三浦 皇成村山 卓也氏 稲垣 幸雄 浦河 鎌田 正嗣 510 ―1：38．82� 104．1�
35 レッドカロス 牡3鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 518 ― 〃 クビ 33．8�
713 サトノユニティ 牡3鹿 56 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 西園 正都 新冠 村田牧場 436 ―1：38．9� 56．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，560，500円 複勝： 102，356，000円 枠連： 19，031，400円
馬連： 71，644，900円 馬単： 43，408，700円 ワイド： 63，957，400円
3連複： 112，502，600円 3連単： 153，134，000円 計： 629，595，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 300円 � 290円 枠 連（4－8） 1，010円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 740円 �� 590円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 5，690円 3 連 単 ��� 17，560円

票 数

単勝票数 計 635605 的中 � 308827（1番人気）
複勝票数 計1023560 的中 � 640187（1番人気）� 36338（5番人気）� 38710（4番人気）
枠連票数 計 190314 的中 （4－8） 14561（4番人気）
馬連票数 計 716449 的中 �� 30904（4番人気）
馬単票数 計 434087 的中 �� 18247（5番人気）
ワイド票数 計 639574 的中 �� 22559（6番人気）�� 28987（3番人気）�� 5593（25番人気）
3連複票数 計1125026 的中 ��� 14827（14番人気）
3連単票数 計1531340 的中 ��� 6319（47番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．2―12．2―12．4―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―36．1―48．3―1：00．7―1：12．6―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6

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

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

ウインエクレール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 アドマイヤコジーン 初出走

2019．3．31生 牝3鹿 母 サマーエタニティ 母母 オールフォーゲラン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 アイアコス号・アップストローク号・アルマラウラ号・アーストラベル号・インベルシオン号・

ウインオリハルコン号・カナラクリーク号・クオーレドーロ号・コスモマナ号・タイガーキャット号・
トシギャングスター号・ナスノアイゲツ号・ニシノスピカ号・ヒノデミッチー号・ブルーグラスソング号・
ポップコーントーン号・ライクアパール号



00067 1月16日 晴 良 （4中山1） 第6日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

47 ロードミッドナイト 牡4黒鹿56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 田中 博康 新冠 樋渡 志尚 534＋ 21：12．4 2．8�
23 � エコロブラスト 牡4鹿 56 石橋 脩原村 正紀氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム 508－ 61：12．5クビ 16．4�
713 スマイルアモーレ 牝4鹿 54 団野 大成星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 448± 0 〃 クビ 11．9�
59 ライヴクラッカー 牡4黒鹿56 丹内 祐次澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B500＋ 6 〃 アタマ 12．2�
510 スキャッターシード 牝4鹿 54 斎藤 新�G1レーシング 斎藤 誠 安平 追分ファーム 550＋101：12．6クビ 3．6�
48 ヤマニンエルモサ 牝5鹿 55 伊藤 工真土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 486－ 21：12．81� 49．0	
815 シャドウファックス 牝4芦 54 菅原 明良飯塚 知一氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 462＋161：13．01� 8．6

24 � ウインホノカ 牝6鹿 55

52 ▲横山 琉人山口謙太郎氏 本間 忍 浦河 富菜牧場 424＋ 21：13．1	 187．7�
12 � タ イ ガ 牡5黒鹿 57

55 △山田 敬士合同会社三度屋 柄崎 孝 新冠 オリエント牧場 516＋141：13．62� 360．1�
816� ファイティング 
5栗 57 岩部 純二田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 笹島 政信 472＋ 8 〃 アタマ 53．3
714 アンコールプレス 牡5黒鹿57 柴田 大知要海 伸治氏 和田 雄二 日高 木村牧場 568＋161：13．91� 502．5�
36 � ア ニ マ ー ダ 牡5青鹿 57

54 ▲小林 脩斗庄司 紫紀氏 鈴木慎太郎 新ひだか ヒサイファーム 490＋181：14．01 500．6�
35 シゲルチキュウ 
5栗 57

54 ▲永野 猛蔵森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 矢野牧場 482＋10 〃 アタマ 35．7�
612 トランセンドパスト 牡4鹿 56 丸山 元気簗詰 貴彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 466＋141：14．52� 12．7�
11 � バイタライズ 牡4黒鹿56 大野 拓弥西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 480＋ 2 〃 クビ 9．5�
611 アンジュソレイユ 牝4栗 54 石川裕紀人�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 454＋10 〃 アタマ 40．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，190，700円 複勝： 64，541，300円 枠連： 17，637，000円
馬連： 90，731，600円 馬単： 33，229，500円 ワイド： 75，723，300円
3連複： 131，673，100円 3連単： 129，062，800円 計： 592，789，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 310円 � 290円 枠 連（2－4） 2，310円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 490円 �� 720円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 5，870円 3 連 単 ��� 22，160円

票 数

単勝票数 計 501907 的中 � 138499（1番人気）
複勝票数 計 645413 的中 � 144275（1番人気）� 46728（8番人気）� 50809（5番人気）
枠連票数 計 176370 的中 （2－4） 5896（11番人気）
馬連票数 計 907316 的中 �� 38620（5番人気）
馬単票数 計 332295 的中 �� 8659（6番人気）
ワイド票数 計 757233 的中 �� 42329（2番人気）�� 27011（9番人気）�� 10854（21番人気）
3連複票数 計1316731 的中 ��� 16796（20番人気）
3連単票数 計1290628 的中 ��� 4222（48番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．7―12．2―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．8―47．0―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードミッドナイト �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ザ ー ル デビュー 2020．9．13 中山8着

2018．2．21生 牡4黒鹿 母 コンフォータブル 母母 ローズホーラー 11戦2勝 賞金 15，900，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 スキャッターシード号の騎手斎藤新は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アポログランツ号・ヴァルゴスピカ号
（非抽選馬） 2頭 サンランシング号・シュロス号

00068 1月16日 晴 良 （4中山1） 第6日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

68 � ヒートヘイズ 牡4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 B492＋ 61：54．9 7．6�
55 ハイエストエンド �5栗 57 丸山 元気�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 506－ 6 〃 アタマ 2．3�
11 ゴールドブリーズ 牡4鹿 56 江田 照男居城 寿与氏 深山 雅史 新冠 北勝ファーム 506＋141：55．53� 4．6�
812� メイショウムート 牡4鹿 56 斎藤 新松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 本巣 敦 446－111：55．6� 64．7�
710 カガジャスティス 牡5鹿 57 菅原 明良香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 532＋101：55．92 14．6	
811 アイソウザスター 牝4鹿 54 団野 大成吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム 496－ 21：56．0クビ 17．5

22 トモジャタイクーン 牡7鹿 57

54 ▲横山 琉人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 520＋ 41：56．74 255．1�
56 サイモンルグラン 牡5鹿 57 和田 竜二澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 512＋ 61：56．91� 7．4�
67 エヌワイパフューム 牝6鹿 55 吉田 豊サンアンドコム 伊坂 重信 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋ 4 〃 クビ 240．9
79 � モンサンラディウス 牡4鹿 56 石橋 脩山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 518＋ 21：57．11� 47．1�
33 パ ノ テ ィ ア 牡4黒鹿56 野中悠太郎野田 努氏 金成 貴史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 544＋201：57．3� 7．9�
44 トレイトセオリー 牝4栗 54 内田 博幸 �社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B450－ 41：58．910 18．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 47，325，900円 複勝： 55，868，200円 枠連： 16，672，100円
馬連： 85，357，900円 馬単： 37，656，800円 ワイド： 66，562，300円
3連複： 119，579，600円 3連単： 157，608，100円 計： 586，630，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 180円 � 110円 � 150円 枠 連（5－6） 780円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 350円 �� 560円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 10，530円

票 数

単勝票数 計 473259 的中 � 49209（4番人気）
複勝票数 計 558682 的中 � 64679（3番人気）� 165455（1番人気）� 84555（2番人気）
枠連票数 計 166721 的中 （5－6） 16524（2番人気）
馬連票数 計 853579 的中 �� 63426（3番人気）
馬単票数 計 376568 的中 �� 10834（7番人気）
ワイド票数 計 665623 的中 �� 47902（3番人気）�� 27219（5番人気）�� 74578（1番人気）
3連複票数 計1195796 的中 ��� 70326（1番人気）
3連単票数 計1576081 的中 ��� 10849（21番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．5―13．2―13．1―13．0―13．2―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．0―49．2―1：02．3―1：15．3―1：28．5―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヒートヘイズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク

2018．4．14生 牡4鹿 母 ダイワデッセー 母母 ダイワエンジェル 8戦1勝 賞金 9，600，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



00069 1月16日 晴 良 （4中山1） 第6日 第9競走 ��
��1，200�サンライズステークス

発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 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
1：06．7
1：06．0

良
良

23 ロードベイリーフ 牡5黒鹿57 C．ルメール �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 492＋ 81：08．9 13．3�
714 ジュビリーヘッド 牡5鹿 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B472± 0 〃 ハナ 7．7�
12 フォースオブウィル �5栗 57 柴田 大知柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 444－ 6 〃 アタマ 15．8�
816 コスモアンジュ 牝5鹿 55 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 安達 洋生 500± 0 〃 アタマ 55．8�
713 ト キ メ キ 牝5栗 55 松岡 正海�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 506＋ 21：09．1	 48．2	
24 サトノファビュラス 牝5鹿 55 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 430＋14 〃 アタマ 33．9

59 コスモカルナック 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 中山 高鹿康 B496＋ 2 〃 アタマ 6．2�
11 
 ジャズエチュード 牝4鹿 53 丸山 元気吉田 和子氏 黒岩 陽一 豪 Morning

Rise Stud 516＋121：09．2	 15．4�
611 ヤマニンペダラーダ 牡8黒鹿57 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 474－ 61：09．41� 52．2
35 スイートクラウン 牝4鹿 54 大野 拓弥シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 472＋ 2 〃 クビ 7．2�
48 ノクターンノーツ 牝5鹿 55 団野 大成飯田 正剛氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 B516± 01：09．5クビ 64．1�
612
 デルマカトリーナ 牝6鹿 55 和田 竜二浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 442± 01：09．61 99．5�
815 グッドマックス 牝5芦 55 斎藤 新長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 486＋181：09．7アタマ 76．4�
510 ネクストストーリー 牝4芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 506＋ 61：09．8	 48．1�
47 ビ ア イ 牝5青鹿55 原田 和真副島 義久氏 畑端 省吾 浦河 鳥井 征士 B506－ 41：10．01� 98．9�
36 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 488－ 61：10．1� 2．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 78，193，700円 複勝： 117，822，500円 枠連： 34，146，200円
馬連： 157，488，900円 馬単： 63，304，800円 ワイド： 135，200，400円
3連複： 252，216，500円 3連単： 265，480，200円 計： 1，103，853，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 420円 � 300円 � 430円 枠 連（2－7） 2，260円

馬 連 �� 4，950円 馬 単 �� 11，600円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 3，130円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 27，210円 3 連 単 ��� 163，380円

票 数

単勝票数 計 781937 的中 � 46822（5番人気）
複勝票数 計1178225 的中 � 72410（5番人気）� 107892（4番人気）� 69508（6番人気）
枠連票数 計 341462 的中 （2－7） 11694（9番人気）
馬連票数 計1574889 的中 �� 24628（16番人気）
馬単票数 計 633048 的中 �� 4090（36番人気）
ワイド票数 計1352004 的中 �� 21215（15番人気）�� 11021（33番人気）�� 14516（29番人気）
3連複票数 計2522165 的中 ��� 6950（82番人気）
3連単票数 計2654802 的中 ��� 1178（436番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．3―11．8―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．6―45．4―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．3
3 16，1，14（4，6，9）（3，2，10）（5，15）7（12，13）8－11 4 16，1，14（4，6，9）（3，2）10（5，15）7（12，13）8，11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードベイリーフ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．7．27 新潟3着

2017．4．27生 牡5黒鹿 母 ショウナンアオバ 母母 ショウナンタイム 23戦4勝 賞金 80，846，000円
〔制裁〕 フォースオブウィル号の騎手柴田大知は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・5番・12番・13番）
※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。
（非抽選馬） 7頭 グレイトゲイナー号・ショウナンバニラ号・ジョニーズララバイ号・ナンヨーアミーコ号・ナンヨーイザヨイ号・

フォイアーロート号・ムスコローソ号

00070 1月16日 晴 良 （4中山1） 第6日 第10競走 ��
��1，200�ジャニュアリーステークス

発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5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，�：4歳55�5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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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

23 ア ポ ロ ビ ビ 牡6栗 57 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 470＋ 21：10．9 5．0�
36 シャイニーブランコ 牡6芦 56 北村 宏司小林 昌志氏 小林 真也 平取 雅 牧場 454＋ 21：11．0	 24．3�
35 チェーンオブラブ 牝5栗 54 菅原 明良前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 41：11．1クビ 4．2�
612 ディサーニング 
7鹿 56 C．ルメールゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506± 0 〃 クビ 11．4�
510 オヌシナニモノ 牡5鹿 56 斎藤 新ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 486＋10 〃 クビ 7．4�
713� イモータルスモーク 牡5鹿 56 藤岡 佑介�レッドマジック金成 貴史 米

Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

518＋121：11．2	 12．7	
59 スマートアルタイル 牡7栗 57 三浦 皇成大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 482± 0 〃 アタマ 26．0

48 ロジペルレスト 
7栗 56 丸山 元気久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 518＋ 8 〃 ハナ 227．8�
611 アイアムハヤスギル 牡6黒鹿56 大野 拓弥堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 478± 01：11．3	 60．6�
24 ミスズグランドオー 牡4栗 55 団野 大成永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490± 01：11．5� 11．3
816 ブランクエンド 牡6鹿 56 内田 博幸諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486＋ 6 〃 クビ 70．3�
714 クーファピーカブー 牝6栗 54 松若 風馬大迫 正善氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 466－ 8 〃 アタマ 76．6�
12 トウカイエトワール 牡5栗 56 石川裕紀人内村 正則氏 茶木 太樹 新ひだか 平野牧場 514± 01：11．81	 10．5�
47 エンプティチェア 牡5鹿 56 和田 竜二江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 B476± 01：11．9	 38．9�
815 シ ン シ テ ィ 牝5黒鹿54 田中 健安藤 晋平氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 464－101：12．53	 9．6�
11 ウルトラマリン 牝5栗 55 石橋 脩 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 B480± 0 〃 アタマ 13．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，683，500円 複勝： 113，714，400円 枠連： 41，764，400円
馬連： 205，281，500円 馬単： 63，531，800円 ワイド： 159，017，800円
3連複： 338，265，200円 3連単： 302，033，900円 計： 1，302，292，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 450円 � 190円 枠 連（2－3） 850円

馬 連 �� 6，920円 馬 単 �� 11，710円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 560円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 10，550円 3 連 単 ��� 70，720円

票 数

単勝票数 計 786835 的中 � 124295（2番人気）
複勝票数 計1137144 的中 � 188129（1番人気）� 52109（10番人気）� 168020（2番人気）
枠連票数 計 417644 的中 （2－3） 37865（2番人気）
馬連票数 計2052815 的中 �� 22985（37番人気）
馬単票数 計 635318 的中 �� 4067（53番人気）
ワイド票数 計1590178 的中 �� 20545（27番人気）�� 78143（1番人気）�� 18233（32番人気）
3連複票数 計3382652 的中 ��� 24038（25番人気）
3連単票数 計3020339 的中 ��� 3096（239番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．4―12．0―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．9―45．9―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 ・（15，10）14（1，4，7）12，2，13，11，6（3，16）5（8，9） 4 ・（15，10）14，7，4，12（1，2，13）11（3，6）16，5，9，8

勝馬の
紹 介

ア ポ ロ ビ ビ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．9．23 中山1着

2016．3．30生 牡6栗 母 ウインドクラスト 母母 ウィンドサイレンス 18戦6勝 賞金 114，846，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 ガンケン号・シャイニービーム号・ダーリントンホール号・バレリオ号・バーナードループ号・ビリーバー号・

ヨシオ号・ランフォザローゼス号・レシプロケイト号・レッドサイオン号

２レース目



00071 1月16日 晴 良 （4中山1） 第6日 第11競走 ��
��2，000�第62回京 成 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

510 オニャンコポン 牡3鹿 56 菅原 明良田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 466－ 82：01．3 13．2�
815 ロジハービン 牡3鹿 56 戸崎 圭太久米田正明氏 国枝 栄 新冠 村田牧場 528＋ 22：01．51	 11．1�
48 ヴェローナシチー 牡3芦 56 団野 大成 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 504＋ 42：01．71	 35．2�
35 ア ラ イ バ ル 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 498＋16 〃 
 2．4�
611 テ ン ダ ン ス 牡3鹿 56 和田 竜二前田 葉子氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 498＋122：01．91	 5．1	
714 ホウオウプレミア 牡3芦 56 岩田 康誠小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 490＋ 42：02．11 7．2

612 サンストックトン 牡3栗 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 株式会社 加

藤ステーブル 458＋ 4 〃 クビ 13．4�
36 ルークスヘリオス 牡3鹿 56 永野 猛蔵岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 4 〃 アタマ 159．0�
23 フジマサフリーダム 牡3芦 56 丹内 祐次藤原 正一氏 菊川 正達 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋ 82：02．2クビ 49．5
47 タイセイディバイン 牡3鹿 56 松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 512－ 6 〃 アタマ 57．1�
11 ニシノムネヲウツ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 田上 徹 500＋ 22：02．41	 93．9�
12 ト ゥ ー サ ン 牝3黒鹿54 三浦 皇成合同会社雅苑興業 吉岡 辰弥 新ひだか グランド牧場 450＋ 22：02．5� 115．5�
713 トーセンヴァンノ 牡3黒鹿56 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 494－ 42：02．6
 338．6�
24 ヴェールランス 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 440－ 42：02．91� 5．7�
816 テラフォーミング 牡3鹿 56 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 細川農場 472＋ 82：04．49 159．8�
59 オ デ ィ ロ ン 牡3鹿 56 大野 拓弥橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 492＋102：05．88 333．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 372，356，700円 複勝： 414，395，100円 枠連： 141，146，700円 馬連： 888，452，900円 馬単： 337，639，100円
ワイド： 690，769，500円 3連複： 1，519，962，400円 3連単： 1，931，414，500円 5重勝： 808，033，700円 計： 7，104，170，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 420円 � 350円 � 780円 枠 連（5－8） 6，770円

馬 連 �� 7，410円 馬 単 �� 16，930円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 5，840円 �� 3，750円

3 連 複 ��� 56，610円 3 連 単 ��� 323，010円

5 重 勝
対象競走：中京10R／中山10R／小倉11R／中京11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 16，635，980円

票 数

単勝票数 計3723567 的中 � 224387（6番人気）
複勝票数 計4143951 的中 � 264754（7番人気）� 331178（5番人気）� 129474（8番人気）
枠連票数 計1411467 的中 （5－8） 16156（24番人気）
馬連票数 計8884529 的中 �� 92854（22番人気）
馬単票数 計3376391 的中 �� 14951（46番人気）
ワイド票数 計6907695 的中 �� 89083（21番人気）�� 32125（40番人気）�� 50353（33番人気）
3連複票数 計15199624 的中 ��� 20136（121番人気）
3連単票数 計19314145 的中 ��� 4335（652番人気）
5重勝票数 計8080337 的中 ����� 34

ハロンタイム 12．5―10．6―12．6―12．2―13．0―12．5―12．4―12．0―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．1―35．7―47．9―1：00．9―1：13．4―1：25．8―1：37．8―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オニャンコポン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2021．9．11 中山1着

2019．2．11生 牡3鹿 母 シャリオドール 母母 サ プ レ ザ 4戦3勝 賞金 57，835，000円

00072 1月16日 晴 良 （4中山1） 第6日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時20分 （芝・右・外）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

46 ショウナンバービー 牝5鹿 55 岩田 康誠�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 506± 01：09．4 34．3�
11 ブロンズレッド 牡4栗 56 戸崎 圭太下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 520＋ 61：09．5� 10．3�
711 ラストリージョ 牝4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 460＋ 8 〃 クビ 25．7�
712 アップリバー 牝4青鹿54 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B494± 01：09．6� 11．5�
45 デルマカンノン 牝4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 444＋ 2 〃 ハナ 3．0	
814 ラ ン グ ロ ワ 牝4青鹿 54

51 ▲横山 琉人ムーティエR 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 450＋10 〃 クビ 51．2

57 � ドクターデューン 牝7鹿 55 菊沢 一樹松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 488－ 41：09．7クビ 209．6�
58 ユキノファラオ 牡4鹿 56 大野 拓弥井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 61：09．8� 5．4�
69 オシリスブレイン 牡5青鹿57 菅原 明良エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 500－ 2 〃 ハナ 3．5
34 エレガンテレイナ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 442－ 2 〃 ハナ 17．1�
33 � マジックバローズ 牡7鹿 57 北村 宏司猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 460－ 2 〃 ハナ 52．8�
610 スイーツマジック 牝4鹿 54 斎藤 新 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 472－ 21：10．22� 35．4�
22 グリンデルヴァルト 牝5鹿 55 和田 竜二藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム 458－ 8 〃 クビ 12．9�
813 ア ー ヒ ラ 牝7芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 460＋ 61：10．73 241．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 141，107，200円 複勝： 147，118，500円 枠連： 45，608，200円
馬連： 252，588，000円 馬単： 103，982，300円 ワイド： 199，694，000円
3連複： 371，214，000円 3連単： 482，849，700円 計： 1，744，161，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，430円 複 勝 � 840円 � 390円 � 620円 枠 連（1－4） 1，890円

馬 連 �� 13，330円 馬 単 �� 31，590円

ワ イ ド �� 4，100円 �� 6，990円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 80，320円 3 連 単 ��� 562，800円

票 数

単勝票数 計1411072 的中 � 32889（9番人気）
複勝票数 計1471185 的中 � 43850（10番人気）� 105370（6番人気）� 61382（8番人気）
枠連票数 計 456082 的中 （1－4） 18652（8番人気）
馬連票数 計2525880 的中 �� 14683（37番人気）
馬単票数 計1039823 的中 �� 2468（80番人気）
ワイド票数 計1996940 的中 �� 12567（42番人気）�� 7321（55番人気）�� 15902（35番人気）
3連複票数 計3712140 的中 ��� 3466（172番人気）
3連単票数 計4828497 的中 ��� 622（1037番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．4―11．7―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．3―46．0―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．1
3 ・（14，6）11（1，13）（3，10）（2，5）（7，12）－（4，9）8 4 14，6（1，11）（2，3，13，10）（5，12）7（4，9）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンバービー �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2020．3．8 中山2着

2017．4．14生 牝5鹿 母 グロリエッテ 母母 ア ズ ワ ー 17戦3勝 賞金 35，000，000円

５レース目



（4中山1）第6日 1月16日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183頭 本 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

265，690，000円
32，140，000円
1，790，000円
34，780，000円
79，888，000円
5，304，500円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
1，059，323，500円
1，357，765，400円
404，194，200円
2，121，945，000円
847，699，800円
1，735，308，700円
3，411，905，100円
4，021，866，800円
808，033，700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
5 重 勝
計 15，768，042，200円

総入場人員 4，857名 （有料入場人員 4，509名）
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