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00085 1月23日 曇 良 （4中山1） 第8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

612 ハクサンパール 牝3鹿 54
51 ▲横山 琉人河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 446－ 21：12．6 10．0�

713 ミニョンルミエール 牝3栗 54 柴田 大知 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 マリオステー
ブル 434＋ 41：12．7クビ 19．1�

714 ルプランドル 牝3栗 54
51 ▲永野 猛蔵 KAJIMOTOホー

ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 2 〃 クビ 2．5�
815 トラストパッキャオ 牝3栗 54 大野 拓弥菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 松浦牧場 458± 01：12．91 4．3�
12 ゲ キ ザ ル 牡3芦 56 横山 武史橘 倍男氏 青木 孝文 日高 広富牧場 462－ 21：13．22 5．1�
47 ル ワ ン ジ ュ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド B484＋ 2 〃 ハナ 11．0	
611 マイアミュレット 牡3鹿 56 北村 宏司�マークス 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 468＋ 61：13．51� 63．6

11 ペイシャクィンビー 牝3鹿 54 武士沢友治北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 442－ 61：14．02� 12．8�
35 シンキングセンティ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗佐藤 雄司氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 472＋181：14．42� 369．2�
23 ファインバローロ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社
大原ファーム 442－ 8 〃 ハナ 389．0

59 ア ム ル ム 牝3黒鹿54 石川裕紀人�G1レーシング 竹内 正洋 千歳 社台ファーム B464＋101：14．5クビ 169．9�
36 サンブルッキングズ 牡3鹿 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 高橋 文雅 浦河 笹地牧場 490± 01：14．71� 13．6�
510 チェリーアルプス 牝3栗 54 菊沢 一樹櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 富塚ファーム 438－101：14．91� 739．9�
48 ダイユウシェリー 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士大友 靖岐氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 420± 01：17．0大差 939．8�
816 デルマエキドナ 牝3鹿 54 野中悠太郎浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 418＋ 4 〃 アタマ 542．5�
24 トーアコンゴウ 牡3鹿 56 田中 勝春高山ランド� 村田 一誠 豊浦トーア牧場 B462－ 81：21．0大差 184．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，284，700円 複勝： 63，234，600円 枠連： 16，216，800円
馬連： 85，229，200円 馬単： 37，913，800円 ワイド： 77，458，900円
3連複： 140，999，200円 3連単： 152，253，800円 計： 621，591，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 200円 � 360円 � 130円 枠 連（6－7） 940円

馬 連 �� 6，830円 馬 単 �� 12，660円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 390円 �� 640円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 38，120円

票 数

単勝票数 計 482847 的中 � 38565（4番人気）
複勝票数 計 632346 的中 � 77014（4番人気）� 33691（7番人気）� 160878（1番人気）
枠連票数 計 162168 的中 （6－7） 13353（4番人気）
馬連票数 計 852292 的中 �� 9667（23番人気）
馬単票数 計 379138 的中 �� 2246（43番人気）
ワイド票数 計 774589 的中 �� 12577（19番人気）�� 55304（3番人気）�� 30898（7番人気）
3連複票数 計1409992 的中 ��� 24336（17番人気）
3連単票数 計1522538 的中 ��� 2895（142番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．5―12．4―12．6―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．8―46．2―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクサンパール �
�
父 ハクサンムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．12．19 中山3着

2019．2．16生 牝3鹿 母 メンブランツァ 母母 ダンツライラック 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔騎手変更〕 トラストパッキャオ号の騎手菅原明良は，病気のため大野拓弥に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイユウシェリー号・デルマエキドナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

2月23日まで平地競走に出走できない。
トーアコンゴウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月23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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アマリリス号
（非抽選馬） 3頭 アイアンポート号・サイキョウノオンナ号・ネクタリス号

00086 1月23日 曇 良 （4中山1） 第8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

813 タマモバンケット 牝3芦 54 菊沢 一樹タマモ� 菊沢 隆徳 新ひだか 前田牧場 474－ 21：57．2 2．5�
56 ネ イ リ ッ カ 牝3芦 54

51 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 勇介 新冠 イワミ牧場 460＋ 4 〃 クビ 1．7�

68 レオミネルバ 牝3栗 54 津村 明秀�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 476－ 61：58．15 14．4�
710 ニ ケ テ ア 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗エースレーシング 武井 亮 厚真 阿部 栄乃進 B456± 01：59．16 49．8�
57 シャムトラダイコウ 牝3芦 54 江田 照男西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 490± 01：59．84 271．0�
711 シ ュ レ ム 牝3鹿 54 大野 拓弥�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 2 〃 ハナ 13．9	
11 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 426－ 4 〃 アタマ 380．2

812 ドリーマーイモン 牝3鹿 54 柴田 大知井門 敏雄氏 松山 将樹 新ひだか 前田ファーム 444－102：00．75 397．9�
45 エンジェルモモ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 414－ 82：00．8アタマ 368．3�
22 ノースポール 牝3鹿 54 木幡 初也松平 正樹氏 小桧山 悟 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 422＋ 6 〃 ハナ 664．4
44 デルマメデューサ 牝3栗 54

52 △山田 敬士浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 480－ 82：01．22� 199．2�
33 ルージュリッシュ 牝3青鹿54 横山 武史 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 470－102：01．52 9．0�
69 シンデレラサリサ 牝3鹿 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 秋場牧場 462－ 42：01．92� 153．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，018，800円 複勝： 152，721，100円 枠連： 11，881，500円
馬連： 61，461，000円 馬単： 41，136，100円 ワイド： 51，641，600円
3連複： 98，389，000円 3連単： 173，218，500円 計： 634，467，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 100円 � 100円 � 150円 枠 連（5－8） 200円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 120円 �� 290円 �� 220円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，950円

票 数

単勝票数 計 440188 的中 � 136504（2番人気）
複勝票数 計1527211 的中 � 137716（2番人気）� 1178253（1番人気）� 57144（3番人気）
枠連票数 計 118815 的中 （5－8） 44783（1番人気）
馬連票数 計 614610 的中 �� 220341（1番人気）
馬単票数 計 411361 的中 �� 64225（2番人気）
ワイド票数 計 516416 的中 �� 156228（1番人気）�� 32948（4番人気）�� 48212（2番人気）
3連複票数 計 983890 的中 ��� 163675（1番人気）
3連単票数 計1732185 的中 ��� 64217（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―38．9―52．8―1：06．0―1：18．7―1：31．6―1：44．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモバンケット �
�
父 クリエイターⅡ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．9．25 中山4着

2019．4．14生 牝3芦 母 タマモボレロ 母母 チャームダンス 3戦1勝 賞金 7，070，000円

第１回 中山競馬 第８日



00087 1月23日 曇 良 （4中山1） 第8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

11 レッドラパルマ 牡3鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 490＋121：56．4 1．4�
55 サパテアール 牡3青鹿56 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 B512± 01：56．5クビ 3．4�
79 カイザーレオン 牡3鹿 56 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 橋本牧場 456－ 41：56．71 12．7�
22 ヤサカシュエット 牝3栗 54

51 ▲永野 猛蔵志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 458± 01：57．87 35．6�
33 � メリーセンス 牡3鹿 56 戸崎 圭太冨士井直哉氏 森 秀行 米 Sun Valley

Farm 492－ 41：58．01� 13．0	
78 ヤマタケコーチャン 牡3黒鹿56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 船越牧場 444± 01：58．21� 224．1

67 ムーンシャドウ 牡3鹿 56 大野 拓弥飯塚 知一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 492＋ 6 〃 ハナ 28．4�
810 リュウノファウラー 牡3青鹿 56

53 ▲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± 01：58．51� 205．7�

66 グランシャーク 牡3鹿 56 松岡 正海岡田 牧雄氏 田島 俊明 青森 谷川ファーム 494± 01：58．6� 364．4
811 マディソンテソーロ 牡3芦 56

53 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 452＋ 21：58．81� 22．9�

44 トキノファースト 牡3栗 56
54 △山田 敬士田中 準市氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 478－101：59．86 522．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 48，969，700円 複勝： 157，447，500円 枠連： 10，657，700円
馬連： 60，109，900円 馬単： 44，197，200円 ワイド： 55，171，700円
3連複： 92，935，600円 3連単： 197，596，000円 計： 667，085，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（1－5） 250円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 150円 �� 300円 �� 430円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 1，160円

票 数

単勝票数 計 489697 的中 � 267753（1番人気）
複勝票数 計1574475 的中 � 1145013（1番人気）� 151523（2番人気）� 64090（4番人気）
枠連票数 計 106577 的中 （1－5） 32130（1番人気）
馬連票数 計 601099 的中 �� 182498（1番人気）
馬単票数 計 441972 的中 �� 99975（1番人気）
ワイド票数 計 551717 的中 �� 125575（1番人気）�� 41547（4番人気）�� 25939（8番人気）
3連複票数 計 929356 的中 ��� 122980（2番人気）
3連単票数 計1975960 的中 ��� 122582（1番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．3―12．9―12．3―12．6―13．1―13．0―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．3―51．2―1：03．5―1：16．1―1：29．2―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドラパルマ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2022．1．10 中山2着

2019．5．26生 牡3鹿 母 ウォンビーロング 母母 タイフウジョオー 2戦1勝 賞金 7，600，000円
〔騎手変更〕 ムーンシャドウ号の騎手菅原明良は，病気のため大野拓弥に変更。

00088 1月23日 曇 良 （4中山1） 第8日 第4競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走11時40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

612 ノボベルサイユ 牝4青鹿54 石川裕紀人矢野 琢也氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 476－ 61：11．9 4．5�
48 ニシノミズカゼ 牝4栗 54

51 ▲永野 猛蔵西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 中田 英樹 B476＋ 81：12．32� 33．6�
714 ビーマイベイビー 牝4鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 450＋ 21：12．51� 4．5�
36 バットオールソー 牡7栗 57 丸田 恭介久保田 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 480＋ 2 〃 クビ 75．7�
59 � ホテルカリホルニア 牡5鹿 57 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 496－ 2 〃 アタマ 2．1�
611 エ レ グ ア 牡4鹿 56 北村 宏司豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 496＋141：12．6クビ 48．0	
35 サンフィニティ 牝4鹿 54 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 クビ 62．2

713 アポログランツ 牡4栗 56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 492－ 61：12．81� 29．2�
47 ヴァルゴスピカ 牝5鹿 55

54 ☆木幡 育也岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 446＋ 81：12．9クビ 123．1�
510 クィーンアドバンス 牝5青 55 菊沢 一樹柳内 光子氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 478－ 8 〃 アタマ 74．9
816 ホーキーポーキー 牝4栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 466＋121：13．11 10．5�
815 サンランシング 牝4青鹿54 松岡 正海 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ 482＋12 〃 アタマ 307．5�
24 キャンディフロス 牝5芦 55 野中悠太郎 �シルクレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B498＋10 〃 クビ 16．0�
11 ペリトモレノ 牝5鹿 55 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 502± 01：13．2� 59．3�
23 ジーガーローレンス 牝6鹿 55 木幡 初也�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 B530＋301：13．94 460．6�
12 ハッピーアナザー 牡4栗 56 柴田 大知永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 484＋181：14．64 27．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，552，300円 複勝： 67，057，100円 枠連： 17，754，300円
馬連： 88，259，500円 馬単： 39，910，300円 ワイド： 81，600，800円
3連複： 148，514，000円 3連単： 160，674，800円 計： 654，323，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 820円 � 190円 枠 連（4－6） 5，360円

馬 連 �� 8，610円 馬 単 �� 14，620円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 420円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 11，910円 3 連 単 ��� 77，500円

票 数

単勝票数 計 505523 的中 � 88578（2番人気）
複勝票数 計 670571 的中 � 102619（3番人気）� 15935（11番人気）� 106134（2番人気）
枠連票数 計 177543 的中 （4－6） 2563（18番人気）
馬連票数 計 882595 的中 �� 7940（24番人気）
馬単票数 計 399103 的中 �� 2047（42番人気）
ワイド票数 計 816008 的中 �� 9546（23番人気）�� 54863（3番人気）�� 7877（28番人気）
3連複票数 計1485140 的中 ��� 9345（33番人気）
3連単票数 計1606748 的中 ��� 1503（211番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．7―12．3―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．5―46．8―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボベルサイユ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．12．12 中山6着

2018．2．21生 牝4青鹿 母 ノボプレシャス 母母 ノボサンシャイン 8戦2勝 賞金 20，000，000円
〔騎手変更〕 ハッピーアナザー号の騎手菅原明良は，病気のため柴田大知に変更。
〔制裁〕 ホーキーポーキー号の騎手嶋田純次は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・11

番・10番）



00089 1月23日 曇 良 （4中山1） 第8日 第5競走 2，200�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・右・外）

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

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

22 モネータドーロ 牡3栗 56 C．ルメール �G1レーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：15．9 2．4�
66 キ ン ト リ ヒ 牡3芦 56 横山 武史 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 浦河 ディアレスト
クラブ 458－ 22：16．0� 3．1�

11 ロ ジ マ ン ボ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 482－ 42：16．21� 2．4�
79 ハリソンテソーロ 牡3黒鹿56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 526＋ 62：16．94 60．4�
67 マイネルクリソーラ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 452＋142：17．0� 32．3�
78 クラウドクラスター 牡3黒鹿56 北村 宏司ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 22：17．53 431．2	
33 ヴァンシャンテ 牝3青鹿 54

51 ▲永野 猛蔵河野 勇樹氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド 424± 02：17．71� 40．1

44 ウイングラドナス 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 琉人�ウイン 青木 孝文 安平 �橋本牧場 456－ 2 〃 アタマ 246．0�
811 ラッフルズプレース 牡3黒鹿56 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 444＋ 22：17．8� 38．9�
55 マゼンダフラッシュ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗松田 幸生氏 奥平 雅士 日高 本間牧場 446－ 42：18．33 171．2
810 グランセザム 牡3黒鹿56 石川裕紀人飯田 訓大氏 松山 将樹 白老 習志野牧場 476± 02：19．910 307．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 54，280，000円 複勝： 77，730，200円 枠連： 10，898，400円
馬連： 62，498，600円 馬単： 38，089，800円 ワイド： 50，114，900円
3連複： 104，924，500円 3連単： 196，014，000円 計： 594，550，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（2－6） 270円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 140円 �� 150円 �� 160円

3 連 複 ��� 210円 3 連 単 ��� 870円

票 数

単勝票数 計 542800 的中 � 178265（2番人気）
複勝票数 計 777302 的中 � 387579（1番人気）� 156004（2番人気）� 127742（3番人気）
枠連票数 計 108984 的中 （2－6） 30825（1番人気）
馬連票数 計 624986 的中 �� 165579（1番人気）
馬単票数 計 380898 的中 �� 56836（1番人気）
ワイド票数 計 501149 的中 �� 99213（1番人気）�� 82796（2番人気）�� 70520（3番人気）
3連複票数 計1049245 的中 ��� 362699（1番人気）
3連単票数 計1960140 的中 ��� 162130（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．3―37．0―49．5―1：02．4―1：15．1―1：27．4―1：39．6―1：51．8―2：03．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モネータドーロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．7．11 福島3着

2019．2．19生 牡3栗 母 ペイトンドーロ 母母 Jealous and Jaded 4戦1勝 賞金 10，300，000円
〔騎手変更〕 ラッフルズプレース号の騎手菅原明良は，病気のため伊藤工真に変更。

00090 1月23日 曇 良 （4中山1） 第8日 第6競走 2，000�3歳新馬
発走13時00分 （芝・右）

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
1：57．8
1：56．1

良
良

68 エバーハンティング 牝3鹿 54
51 ▲横山 琉人宇田 豊氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 410 ―2：04．4 5．6�

711 デュアルレインボー 牡3鹿 56 北村 宏司近藤 洋司氏 清水 久詞 新ひだか 幌村牧場 484 ― 〃 アタマ 6．2�
45 イヴニングスター 牡3黒鹿56 横山 武史村野 康司氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 498 ―2：05．03� 8．5�
11 フランベルジュ 牡3黒鹿56 C．ルメール�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508 ―2：05．63� 3．2�
710 ガ リ ン シ ャ 牡3栗 56 野中悠太郎渡邊 隆氏 菊川 正達 新ひだか 真歌田中牧場 436 ―2：05．7� 51．9�
813 ポップコーントーン 牝3鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新冠 ビッグレッドファーム 388 ―2：06．02 196．8

812 クンパワピー 牝3栗 54 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 480 ―2：06．21 41．1�
56 コ ス モ マ ナ 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵 	ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 420 ―2：06．94 64．3�
57 フ ミ ロ ー グ �3鹿 56 川田 将雅林 文彦氏 鹿戸 雄一 浦河 有限会社

松田牧場 456 ― 〃 同着 7．4
44 レ ラ ア シ リ 牡3鹿 56 吉田 豊北浦 博樹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 450 ―2：07．0� 73．0�
69 ア ラ ラ ギ 牡3芦 56

53 ▲小林 脩斗 	ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 454 ― 〃 クビ 120．0�
33 テイエムエクセル 牡3鹿 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 中本牧場 472 ―2：07．74 66．4�
22 アップストローク �3黒鹿56 戸崎 圭太吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 466 ―2：09．08 4．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，059，400円 複勝： 47，502，300円 枠連： 10，094，100円
馬連： 63，223，100円 馬単： 26，172，300円 ワイド： 49，074，600円
3連複： 91，440，000円 3連単： 103，277，700円 計： 432，843，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 190円 � 260円 枠 連（6－7） 1，270円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 490円 �� 830円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，090円 3 連 単 ��� 22，620円

票 数

単勝票数 計 420594 的中 � 59775（3番人気）
複勝票数 計 475023 的中 � 63697（4番人気）� 71723（3番人気）� 43012（6番人気）
枠連票数 計 100941 的中 （6－7） 6113（6番人気）
馬連票数 計 632231 的中 �� 36252（7番人気）
馬単票数 計 261723 的中 �� 7066（13番人気）
ワイド票数 計 490746 的中 �� 27189（6番人気）�� 14840（14番人気）�� 13813（15番人気）
3連複票数 計 914400 的中 ��� 16729（18番人気）
3連単票数 計1032777 的中 ��� 3309（96番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．9―12．7―12．8―12．2―12．3―12．1―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―38．5―51．2―1：04．0―1：16．2―1：28．5―1：40．6―1：52．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エバーハンティング �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2019．2．9生 牝3鹿 母 エバーブロッサム 母母 サクラサクⅡ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 エバーハンティング号の騎手菅原明良は，病気のため横山琉人に変更。
〔制裁〕 デュアルレインボー号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



00091 1月23日 曇 良 （4中山1） 第8日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・右）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

810 カフェプリンセス 牝4鹿 54 C．ルメール 西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 480± 01：54．0 1．3�
77 ミュアウッズ 牝5鹿 55 横山 武史吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B580＋101：55．27 4．4�
33 ルージュジャドール 牝4鹿 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 伊坂 重信 千歳 社台ファーム 440＋ 21：56．26 21．2�
66 � サクラアスター 牝5鹿 55 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 490± 01：56．41 24．9�
78 � サイモンポーリア 牝4鹿 54 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 472－ 21：56．93 171．0�
22 ピクシーカット 牝4黒鹿54 丸田 恭介吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 482＋14 〃 クビ 11．4	
11 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± 01：57．21� 107．2

55 � ワールドクルーズ 牝4鹿 54 柴田 大知岡田 壮史氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 21：58．26 16．7�
89 � アイファーラクーン 牝4鹿 54

51 ▲小林 脩斗中島 稔氏 根本 康広 日高 株式会社
アースファーム 428＋ 21：59．15 331．3�

44 � ウ ェ ル シ ー 牝5黒鹿 55
52 ▲永野 猛蔵下河辺牧場 村田 一誠 日高 下河辺牧場 502－ 42：01．5大差 156．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，969，100円 複勝： 153，423，200円 枠連： 10，191，400円
馬連： 65，790，200円 馬単： 47，723，300円 ワイド： 53，322，100円
3連複： 93，262，000円 3連単： 233，857，100円 計： 698，538，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 120円 � 180円 枠 連（7－8） 210円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 250円

ワ イ ド �� 130円 �� 270円 �� 540円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 1，050円

票 数

単勝票数 計 409691 的中 � 251535（1番人気）
複勝票数 計1534232 的中 � 1263481（1番人気）� 86729（2番人気）� 36002（5番人気）
枠連票数 計 101914 的中 （7－8） 37466（1番人気）
馬連票数 計 657902 的中 �� 262610（1番人気）
馬単票数 計 477233 的中 �� 142157（1番人気）
ワイド票数 計 533221 的中 �� 138092（1番人気）�� 44508（3番人気）�� 18330（7番人気）
3連複票数 計 932620 的中 ��� 111398（2番人気）
3連単票数 計2338571 的中 ��� 160014（2番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．9―12．9―12．3―12．0―12．8―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．0―50．9―1：03．2―1：15．2―1：28．0―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カフェプリンセス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Bandini デビュー 2020．12．13 中山1着

2018．2．22生 牝4鹿 母 カフェヒミコ 母母 Yamato Damashii 8戦2勝 賞金 20，460，000円
〔騎手変更〕 ルージュジャドール号の騎手菅原明良は，病気のため石川裕紀人に変更。
〔制裁〕 サイモンポーリア号の騎手野中悠太郎は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔その他〕 アイファーラクーン号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウェルシー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月23日まで平地競走に

出走できない。

00092 1月23日 曇 良 （4中山1） 第8日 第8競走 ��1，200�4歳以上2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 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
1：08．5
1：08．5

重
重

612 シゲルヒラトリ 牡4栗 56
53 ▲永野 猛蔵森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 486－ 41：11．4 2．9�

714 ブルースコード 牡4黒鹿 56
53 ▲小林 脩斗 �ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 490＋ 2 〃 ハナ 31．2�
36 マイステージ 牝4鹿 54 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 442± 01：11．82� 11．0�
510 モリノカワセミ 牝6鹿 55 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 466－ 21：11．9� 9．1�
816 ノーベルプライズ 牡6黒鹿57 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 528＋ 41：12．0� 7．6�
713 ブーケオブアイリス 牡4黒鹿56 C．ルメール 小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 508± 01：12．1� 4．8	
11 ジョイウイン 牡5栗 57 津村 明秀石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 506＋141：12．2クビ 106．5

12 メタスペクター 牡4芦 56 野中悠太郎松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 462－ 41：12．41� 24．9�
23 カフェアヴニール 牡4青鹿56 松若 風馬西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 前山 友厚 474＋ 61：12．61 143．1�
611 ゴールドクロス 牡7鹿 57 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 504＋ 41：12．7クビ 17．1
815 マリアルージュ 牝6青鹿55 北村 宏司河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 484＋ 41：12．91� 23．0�
24 ドラゴンズバック 牡5鹿 57 丸田 恭介田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 478＋121：13．22 599．3�
48 アコルドエール 	5栗 57 川田 将雅 �キャロットファーム 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B502＋101：13．41� 7．3�
59 
 メサテソーロ 牝5青鹿55 石川裕紀人了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 米 Clearsky
Farms B532－ 41：13．6� 54．5�

47 アポロチーター 牡6栗 57 菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 538＋101：13．7� 60．9�
35 マリノエンブレム 牝4青鹿54 大野 拓弥矢野 恭裕氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 458－ 21：14．01� 71．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，836，900円 複勝： 80，413，800円 枠連： 22，586，200円
馬連： 120，425，000円 馬単： 42，543，600円 ワイド： 96，583，500円
3連複： 186，408，000円 3連単： 187，981，000円 計： 791，778，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 170円 � 700円 � 270円 枠 連（6－7） 680円

馬 連 �� 5，660円 馬 単 �� 9，600円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 640円 �� 4，890円

3 連 複 ��� 20，080円 3 連 単 ��� 111，800円

票 数

単勝票数 計 548369 的中 � 147378（1番人気）
複勝票数 計 804138 的中 � 154657（1番人気）� 23423（9番人気）� 74332（6番人気）
枠連票数 計 225862 的中 （6－7） 25677（1番人気）
馬連票数 計1204250 的中 �� 16476（21番人気）
馬単票数 計 425436 的中 �� 3323（36番人気）
ワイド票数 計 965835 的中 �� 12729（22番人気）�� 41096（4番人気）�� 4865（46番人気）
3連複票数 計1864080 的中 ��� 6962（61番人気）
3連単票数 計1879810 的中 ��� 1219（340番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．7―12．2―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―34．1―46．3―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．3
3 ・（14，3）（1，12）（6，8，11）（2，4）7（10，15）13，16－5，9 4 ・（14，3）12（1，11）（6，8）（2，4）（10，15）（16，13）7－5－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルヒラトリ �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．11．21 東京6着

2018．4．16生 牡4栗 母 シーアクトレス 母母 パ シ ア ン 14戦3勝 賞金 32，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 ゴールドクロス号の騎手菅原明良は，病気のため田辺裕信に変更。
〔制裁〕 ブルースコード号の騎手小林脩斗は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ストリートピアノ号
（非抽選馬） 1頭 モリトユウブ号



00093 1月23日 曇 良 （4中山1） 第8日 第9競走 ��
��1，800�

わ か た け

若 竹 賞
発走14時35分 （芝・右）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

78 シンティレーション 牝3黒鹿54 横山 武史 �シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 462＋121：49．1 5．4�
33 デインティハート 牝3鹿 54 大野 拓弥�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 492－ 6 〃 クビ 6．6�
810 パンテレリア 牡3鹿 56 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 484± 0 〃 ハナ 6．0�
55 オンリーオピニオン 牝3芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 21：49．52 23．4�
11 イ ル チ ル コ 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 2 〃 クビ 1．8	
811 ナニハサテオキ 牡3鹿 56 松若 風馬 �キャピタル・システム 村山 明 日高 株式会社

目黒牧場 482± 01：49．6� 217．4

44 ミッキーブンブン 牡3青鹿56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 494－ 21：49．81� 15．2�
79 セイウンプラチナ 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 	川 啓一 492＋ 61：49．9� 65．8�
22 マイネルアルザス 牡3鹿 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 462－ 21：50．54 190．4

66 ウインバグース 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 490＋181：50．6� 11．8�
67 ニシノボルテージ 牡3鹿 56 永野 猛蔵西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 中山 高鹿康 452＋ 21：52．8大差 239．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 87，836，200円 複勝： 101，671，200円 枠連： 18，417，300円
馬連： 139，358，400円 馬単： 60，040，300円 ワイド： 93，184，400円
3連複： 168，348，600円 3連単： 267，754，800円 計： 936，611，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 250円 � 210円 枠 連（3－7） 1，710円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 650円 �� 640円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，680円 3 連 単 ��� 20，380円

票 数

単勝票数 計 878362 的中 � 130023（2番人気）
複勝票数 計1016712 的中 � 144161（2番人気）� 100529（4番人気）� 123786（3番人気）
枠連票数 計 184173 的中 （3－7） 8333（7番人気）
馬連票数 計1393584 的中 �� 57158（8番人気）
馬単票数 計 600403 的中 �� 11806（14番人気）
ワイド票数 計 931844 的中 �� 36523（8番人気）�� 37424（7番人気）�� 39784（6番人気）
3連複票数 計1683486 的中 ��� 34263（14番人気）
3連単票数 計2677548 的中 ��� 9525（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―25．1―37．1―49．9―1：01．7―1：13．2―1：25．2―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンティレーション �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．7．25 函館2着

2019．1．15生 牝3黒鹿 母 ファシネートダイア 母母 ト コ ア 4戦2勝 賞金 18，445，000円
〔騎手変更〕 デインティハート号の騎手菅原明良は，病気のため大野拓弥に変更。

00094 1月23日 曇 良 （4中山1） 第8日 第10競走 ��1，200�
え ど が わ

江戸川ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス，3．1．23以降4．1．16まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

22 スペクタクル 牡4栗 55 戸崎 圭太佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 500＋ 21：11．1 3．0�
811 ゴールドラグーン 牡6栗 54 石川裕紀人吉田 晴哉氏 伊坂 重信 安平 追分ファーム 506－ 21：11．2クビ 37．9�
68 ジョーフォレスト 牡5栗 56 北村 宏司上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 488－ 21：11．41� 4．6�
812� ジ ゲ ン 牡5鹿 56 松若 風馬林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A

Racing Corp. 458－ 41：11．5クビ 5．0�
56 ナイトブリーズ 牝5黒鹿53 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新ひだか 前谷 武志 510± 0 〃 ハナ 13．5�
33 バーニングペスカ 牡7鹿 56 田辺 裕信山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 478＋ 4 〃 クビ 13．3�
710 ジャスパーイーグル 牡5栗 54 横山 武史加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 B508＋101：11．6� 30．6	
67 グラスボイジャー �6黒鹿54 柴田 大知半沢
 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B546＋121：11．7クビ 80．0�
55 	 ヒルノサルバドール 牡9栗 55 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 B454± 01：11．8� 29．0
44 ミエノワールド 牡5黒鹿55 C．ルメール 里見美惠子氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 クビ 4．5�
79 ムスコローソ 牡7栗 53 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 530＋ 61：12．33 164．3�
11 ロイヤルバローズ 牡7鹿 55 大野 拓弥猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 478＋101：12．61� 42．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 80，916，800円 複勝： 96，489，400円 枠連： 24，529，300円
馬連： 166，831，800円 馬単： 64，119，200円 ワイド： 115，641，500円
3連複： 229，690，800円 3連単： 304，576，000円 計： 1，082，794，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 690円 � 170円 枠 連（2－8） 730円

馬 連 �� 6，130円 馬 単 �� 9，740円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 290円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 8，660円 3 連 単 ��� 42，950円

票 数

単勝票数 計 809168 的中 � 214876（1番人気）
複勝票数 計 964894 的中 � 200131（1番人気）� 24714（9番人気）� 168981（2番人気）
枠連票数 計 245293 的中 （2－8） 25810（3番人気）
馬連票数 計1668318 的中 �� 21091（19番人気）
馬単票数 計 641192 的中 �� 4936（34番人気）
ワイド票数 計1156415 的中 �� 13701（23番人気）�� 122531（1番人気）�� 11609（26番人気）
3連複票数 計2296908 的中 ��� 19888（29番人気）
3連単票数 計3045760 的中 ��� 5141（141番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．5―12．3―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．9―46．2―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペクタクル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 リ ン カ ー ン デビュー 2020．6．20 東京8着

2018．3．19生 牡4栗 母 スフィンクス 母母 アレグリアス 13戦4勝 賞金 57，616，000円
〔騎手変更〕 バーニングペスカ号の騎手菅原明良は，病気のため田辺裕信に変更。

２レース目



00095 1月23日 曇 良 （4中山1） 第8日 第11競走 ��
��2，200�第63回アメリカジョッキークラブカップ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，3．1．23以降GⅠ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，3．1．22以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

アメリカジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

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

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

11 キングオブコージ 牡6鹿 56 横山 典弘増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－ 82：12．7 7．8�

814 マイネルファンロン 牡7青鹿56 松岡 正海 �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 490＋ 42：12．91� 87．9�

69 ボッケリーニ 牡6栗 56 横山 武史金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：13．0� 10．4�

22 アサマノイタズラ 牡4黒鹿56 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 494－ 2 〃 ハナ 18．8�
46 ポ タ ジ ェ 牡5鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474± 02：13．1クビ 3．6�
711 オーソクレース 牡4黒鹿55 C．ルメール 	キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 484＋10 〃 クビ 2．0

34 クレッシェンドラヴ 牡8鹿 56 津村 明秀広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 504＋ 62：13．3	 138．8�
813 ス マ イ ル 牡6鹿 56 田辺 裕信石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B540± 0 〃 ハナ 27．1�
45 エ ヒ ト 牡5鹿 56 北村 宏司平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 466＋ 42：13．4	 43．4
610 ラストドラフト 牡6黒鹿56 戸崎 圭太 	社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 470＋ 82：13．61
 15．9�
58 アンティシペイト 牡5鹿 56 大野 拓弥�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 514＋122：13．7� 17．7�
57 ダンビュライト �8黒鹿56 松若 風馬 	サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480－ 9 〃 クビ 64．9�
712� ソッサスブレイ �8栗 56 柴田 大知手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 42：15．18 297．7�
33  キャッスルトップ 牡4黒鹿57 仲野 光馬城市 公氏 渋谷 信博 新ひだか 城市 公 448－ 12：18．9大差 190．5�

（船橋） （船橋）

（14頭）

売 得 金
単勝： 377，175，900円 複勝： 460，125，400円 枠連： 148，091，200円 馬連： 973，693，900円 馬単： 416，419，700円
ワイド： 728，389，500円 3連複： 1，784，847，600円 3連単： 2，743，880，600円 5重勝： 864，614，100円 計： 8，497，237，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 350円 � 1，880円 � 410円 枠 連（1－8） 5，880円

馬 連 �� 34，330円 馬 単 �� 60，920円

ワ イ ド �� 7，310円 �� 1，330円 �� 10，970円

3 連 複 ��� 87，240円 3 連 単 ��� 720，760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����� 30，261，490円

票 数

単勝票数 計3771759 的中 � 382967（3番人気）
複勝票数 計4601254 的中 � 372449（3番人気）� 57174（11番人気）� 307864（4番人気）
枠連票数 計1480912 的中 （1－8） 19514（16番人気）
馬連票数 計9736939 的中 �� 21981（45番人気）
馬単票数 計4164197 的中 �� 5126（83番人気）
ワイド票数 計7283895 的中 �� 25323（46番人気）�� 145275（13番人気）�� 16824（53番人気）
3連複票数 計17848476 的中 ��� 15344（128番人気）
3連単票数 計27438806 的中 ��� 2760（772番人気）
5重勝票数 計8646141 的中 ����� 20

ハロンタイム 12．5―11．4―12．6―12．3―12．4―12．1―11．9―11．8―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．9―36．5―48．8―1：01．2―1：13．3―1：25．2―1：37．0―1：48．8―2：00．5

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングオブコージ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Galileo デビュー 2018．10．21 東京5着

2016．3．26生 牡6鹿 母 ファイノメナ 母母 Caumshinaun 17戦6勝 賞金 194，607，000円
〔騎手変更〕 エヒト号の騎手菅原明良は，病気のため北村宏司に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

00096 1月23日 曇 良 （4中山1） 第8日 第12競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走16時25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
1：30．3
1：30．3

良
良

33 � リーガルバトル 牡5黒鹿57 横山 武史吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Arrowfield Pas-
toral Pty Ltd 532＋ 61：35．8 5．2�

77 ドゥラモンド 牡4黒鹿56 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 490＋ 81：36．01 3．2�
89 チアチアクラシカ 牝5鹿 55 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 512＋ 81：36．1	 7．0�
44 ジュンブルースカイ 牡4鹿 56 川田 将雅河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 アタマ 2．3�
55 サイヤダンサー 牡5鹿 57 北村 宏司西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 468± 01：36．41
 119．6�
88 ミモザイエロー 牝6栗 55 嶋田 純次青芝商事	 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 476± 01：36．51 46．6

22 フィルムフェスト 牝6青鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 01：36．6	 28．4�
66 アグリューム 牝6鹿 55 津村 明秀 �キャロットファーム 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 41：37．13 10．0�
11 オータムレッド 牝5栗 55 石川裕紀人青芝商事	 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 462＋161：37．31� 48．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 140，267，700円 複勝： 127，916，900円 枠連： 32，998，000円
馬連： 219，500，100円 馬単： 112，412，600円 ワイド： 172，315，400円
3連複： 303，070，000円 3連単： 665，472，300円 計： 1，773，953，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 140円 � 180円 枠 連（3－7） 880円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 340円 �� 500円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 7，620円

票 数

単勝票数 計1402677 的中 � 215695（3番人気）
複勝票数 計1279169 的中 � 192469（3番人気）� 266969（2番人気）� 162215（4番人気）
枠連票数 計 329980 的中 （3－7） 28890（5番人気）
馬連票数 計2195001 的中 �� 198368（3番人気）
馬単票数 計1124126 的中 �� 43829（9番人気）
ワイド票数 計1723154 的中 �� 131398（4番人気）�� 82197（8番人気）�� 136797（3番人気）
3連複票数 計3030700 的中 ��� 133695（6番人気）
3連単票数 計6654723 的中 ��� 63315（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．1―48．3―1：00．8―1：12．8―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

�リーガルバトル �
�
父 Smart Missile �

�
母父 Danzero デビュー 2020．1．13 中山2着

2017．8．25生 牡5黒鹿 母 Pyrography 母母 Burningwood 10戦3勝 賞金 37，400，000円
〔騎手変更〕 アグリューム号の騎手菅原明良は，病気のため津村明秀に変更。

５レース目



（4中山1）第8日 1月23日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

295，630，000円
29，500，000円
2，130，000円
38，480，000円
3，000，000円
66，591，500円
4，418，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
1，070，167，500円
1，585，732，700円
334，316，200円
2，106，380，700円
970，678，200円
1，624，498，900円
3，442，829，300円
5，386，556，600円
864，614，100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 17，385，774，200円

総入場人員 4，843名 （有料入場人員 4，513名）



令和4年度 第1回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，360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

1，965，470，000円
33，450，000円
236，160，000円
13，140，000円
249，090，000円
3，000，000円
596，733，500円
40，064，000円
13，056，000円

勝馬投票券売得金
7，050，124，300円
10，174，159，600円
2，844，500，000円
14，485，794，700円
6，076，447，500円
12，007，056，100円
23，542，651，500円
29，963，485，100円
1，672，647，800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 107，816，866，600円

総入場延人員 37，642名 （有料入場延人員 35，228名）
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