
3308512月25日 晴 稍重 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

12 マジックタッチ 牡2鹿 55 田辺 裕信藤本 栄史氏 加藤士津八 浦河 宮内牧場 534＋ 21：13．0 4．3�
510 サルトルーヴィル 牡2鹿 55 津村 明秀 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 494＋ 41：13．21� 7．5�
23 デイズオブドリーム 牝2青 54 C．デムーロ 諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 412＋ 21：13．3� 1．8�

（仏）

24 ケ ン キ ョ 牡2黒鹿55 丸田 恭介佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 454± 01：13．4� 58．7�
48 シンデレラスマイル 牝2鹿 54 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 428＋ 21：13．5クビ 17．8�
713 ベルウッドアラシ 牡2鹿 55 丸山 元気鈴木 照雄氏 和田 雄二 新冠 ハシモトフアーム 442± 01：13．71� 125．8	
11 リキサンクー 牡2鹿 55

53 △小林 脩斗 
ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 464＋101：13．9� 26．6�
59 キ ュ ベ リ ン 牝2鹿 54 杉原 誠人武田 浩典氏 嘉藤 貴行 新ひだか 矢野牧場 418± 01：14．11� 16．1�
611 ラージフィールド �2鹿 55 吉田 豊坂口 慎吾氏 松永 康利 浦河 チェスナット

ファーム B486＋ 21：14．2� 415．8
36 フ ブ キ 牝2鹿 54 菊沢 一樹�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 454± 01：14．41� 26．8�
35 ボーダーパトロール 牡2鹿 55 T．マーカンドゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－ 2 〃 ハナ 34．3�
（英）

714 イグニション 牡2栗 55 三浦 皇成 �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 474＋ 21：14．5� 17．6�

815 スマイルフレンド 牝2鹿 54
53 ☆秋山 稔樹鈴木 正一氏 本間 忍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 440＋ 21：14．7� 434．6�
612 ヴ ァ ル カ ン 牝2栗 54

53 ☆永野 猛蔵山本てるみ氏 稲垣 幸雄 日高 アイズスタッド株式会社 444－ 21：14．8� 41．2�
816 ハッポウヤブレ 牡2黒鹿 55

52 ▲土田 真翔本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 494＋101：15．54 442．3�
47 キョウエイノーブル 牝2黒鹿54 原田 和真田中 晴夫氏 萱野 浩二 日高 本間牧場 498－ 21：15．61 65．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，944，400円 複勝： 92，690，700円 枠連： 15，285，400円
馬連： 76，236，600円 馬単： 40，211，400円 ワイド： 90，949，800円
3連複： 139，855，100円 3連単： 165，820，200円 計： 667，993，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 140円 � 110円 枠 連（1－5） 940円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 470円 �� 200円 �� 260円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 7，030円

票 数

単勝票数 計 469444 的中 � 85822（2番人気）
複勝票数 計 926907 的中 � 118289（2番人気）� 101985（3番人気）� 455373（1番人気）
枠連票数 計 152854 的中 （1－5） 12557（3番人気）
馬連票数 計 762366 的中 �� 43414（3番人気）
馬単票数 計 402114 的中 �� 11684（7番人気）
ワイド票数 計 909498 的中 �� 45245（3番人気）�� 135443（1番人気）�� 93617（2番人気）
3連複票数 計1398551 的中 ��� 129398（1番人気）
3連単票数 計1658202 的中 ��� 17100（11番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．8―12．6―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．4―47．0―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マジックタッチ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．12．3 中山3着

2020．2．19生 牡2鹿 母 デ ン フ ァ レ 母母 ゴールデンハピネス 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ボーダーパトロール号・フブキ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ボーダーパトロール号・フブキ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年1月25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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 イナホ号・ドラゴングライダー号・ロサムンディー号
（非抽選馬） 1頭 クリノビッグママ号
※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。

3308612月25日 晴 稍重 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：51．9
1：50．9

不良
不良

611 タマモロック 牡2鹿 55 横山 武史タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B486－ 41：54．1 4．5�
59 フェザーモチーフ 牡2栗 55 松山 弘平 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：54．2クビ 7．0�
36 セイウンミライズ 牡2黒鹿55 T．マーカンド西山 茂行氏 奥平 雅士 様似 猿倉牧場 466＋ 41：55．58 9．0�

（英）

612 オボッチャマ 牡2鹿 55 丹内 祐次村田 哲朗氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 494＋101：56．24 23．1�
816 トロピカルタウン 牡2黒鹿55 C．デムーロ 山上 和良氏 伊坂 重信 新冠 中本 隆志 470＋ 41：56．3クビ 2．7	

（仏）

510 ヴェールトゥマラン 牡2鹿 55 江田 照男落合 幸弘氏 矢野 英一 浦河 谷川牧場 488＋ 41：56．51 4．6

714 スタンプブック 牡2鹿 55 和田 竜二橋詰 弘一氏 加藤士津八 浦河 高松牧場 476＋ 6 〃 クビ 38．3�
35 ピンポイントドロー 牡2芦 55 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492＋ 41：57．88 166．5�
11 キングダラス 牡2栗 55 三浦 皇成 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 476－ 21：58．01� 30．5
48 リアルマーヴェル 牡2芦 55 戸崎 圭太小林 博雄氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 484± 01：58．1� 26．9�
12 ミユキアモーレミオ 牡2青鹿55 菅原 隆一長井 純一氏 小野 次郎 浦河 富菜牧場 442－181：59．27 417．1�
47 パ ン タ ソ ス 牡2鹿 55 伊藤 工真吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：59．41� 159．7�
23 シュネーガッツ 牡2芦 55

52 ▲佐々木大輔八嶋 長久氏 菊川 正達 新ひだか ウエスタンファーム B476＋ 61：59．71� 140．0�
24 タイセイラプソディ 牡2鹿 55 大野 拓弥田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか タイヘイ牧場 482＋ 62：00．02 51．1�
815 マイネルナラティヴ 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 42：01．610 437．3�
713 エピックヒーロー 牡2栗 55

52 ▲水沼 元輝�三嶋牧場 西田雄一郎 浦河 三嶋牧場 482－ 22：02．87 100．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，328，800円 複勝： 83，221，300円 枠連： 17，145，900円
馬連： 88，757，600円 馬単： 38，087，500円 ワイド： 100，814，000円
3連複： 144，807，200円 3連単： 138，136，600円 計： 666，298，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 310円 � 230円 枠 連（5－6） 500円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 700円 �� 550円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 16，400円

票 数

単勝票数 計 553288 的中 � 96856（2番人気）
複勝票数 計 832213 的中 � 133305（3番人気）� 62123（5番人気）� 94941（4番人気）
枠連票数 計 171459 的中 （5－6） 26563（2番人気）
馬連票数 計 887576 的中 �� 45581（6番人気）
馬単票数 計 380875 的中 �� 9431（10番人気）
ワイド票数 計1008140 的中 �� 39668（7番人気）�� 51569（5番人気）�� 21223（13番人気）
3連複票数 計1448072 的中 ��� 32495（8番人気）
3連単票数 計1381366 的中 ��� 6104（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．1―50．2―1：02．8―1：15．5―1：28．3―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモロック �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．10．16 東京5着

2020．5．2生 牡2鹿 母 タマモボレロ 母母 チャームダンス 4戦1勝 賞金 7，980，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミユキアモーレミオ号・パンタソス号・シュネーガッツ号・タイセイラプソディ号・エピックヒーロー号

は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月25日まで平地競走に出走できない。
マイネルナラティヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月25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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アストロアイガー号・クレアチョウサン号・コレクテイニア号・ニシノシャイニング号・ミツカネアース号
※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。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 中山競馬 第８日



3308712月25日 晴 良 （4中山5） 第8日 第3競走 1，600�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 5，200，000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
1：33．4
1：32．3

良
良

12 スズハローム 牡2鹿 55 戸崎 圭太森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 456＋ 41：34．8 4．7�
59 ハ ル オ ー ブ 牡2鹿 55 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 450＋ 61：35．65 16．2�
714 トクシーカイザー 牡2鹿 55 菊沢 一樹 AIレーシング 小島 茂之 新ひだか 前田ファーム 458＋ 41：36．13 7．7�
47 トロピカルライト 牝2黒鹿54 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 464－ 41：36．21 14．3�
23 コスモスプモーニ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 日高 荒井ファーム 464＋241：36．3� 172．0	
815 トーセンサウダージ 牡2鹿 55 岩田 康誠島川 
哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 486± 01：36．4� 26．7�
24 マ ン ス ー ル 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 栗田 徹 新冠 新冠橋本牧場 468－ 4 〃 アタマ 5．4�
611 プロトカルチャー 牡2栗 55 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 21：36．51 60．5
612 ニシノレヴナント �2栗 55 野中悠太郎西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか タツヤファーム 484± 01：36．6� 17．3�
35 エンライトメント 牡2鹿 55 T．マーカンド�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム B480＋ 4 〃 ハナ 5．5�

（英）

48 キタノチェロキー 牝2鹿 54 柴田 大知北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 中山 高鹿康 460＋101：36．7クビ 484．8�
816 レジーナヌーボ 牝2黒鹿 54

52 △原 優介永山 勝敏氏 武市 康男 新ひだか 本桐牧場 424－ 61：36．8� 251．9�
510 ショウナンアビアス 牡2黒鹿55 横山 武史国本 哲秀氏 尾関 知人 新ひだか 西村牧場 468＋ 41：37．12 3．5�
713 ヒラボクムーン 牝2鹿 54 内田 博幸�平田牧場 田中 剛 浦河 辻 牧場 480＋ 41：37．73� 671．7�
36 グ ン グ ニ ル 牡2栗 55

52 ▲西塚 洸二松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 乾 皆雄 464＋ 81：38．02 520．0�
11 ビ ス ケ ッ ト 牝2黒鹿54 杉原 誠人�和田牧場 和田正一郎 平取 びらとり牧場 444± 01：39．27 569．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，548，000円 複勝： 111，303，600円 枠連： 17，291，000円
馬連： 114，067，100円 馬単： 44，293，500円 ワイド： 126，457，500円
3連複： 181，306，700円 3連単： 175，366，800円 計： 842，634，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 450円 � 230円 枠 連（1－5） 860円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 7，270円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 850円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 10，710円 3 連 単 ��� 52，000円

票 数

単勝票数 計 725480 的中 � 123395（2番人気）
複勝票数 計1113036 的中 � 159932（2番人気）� 54935（8番人気）� 130400（5番人気）
枠連票数 計 172910 的中 （1－5） 15538（2番人気）
馬連票数 計1140671 的中 �� 18750（21番人気）
馬単票数 計 442935 的中 �� 4565（32番人気）
ワイド票数 計1264575 的中 �� 21047（23番人気）�� 41875（10番人気）�� 16568（28番人気）
3連複票数 計1813067 的中 ��� 12685（48番人気）
3連単票数 計1753668 的中 ��� 2445（218番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．0―47．0―59．2―1：11．3―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

スズハローム �
�
父 サトノダイヤモンド �

�
母父 ローレルゲレイロ デビュー 2022．11．26 東京4着

2020．3．11生 牡2鹿 母 ア イ ラ イ ン 母母 ローレルシャイン 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビスケット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月25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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アッティラ号・セセラギ号・ペイシャアンジェロ号
※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。

3308812月25日 晴 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．9
1：58．5

良
良

59 ダ ニ ー デ ン 牡2鹿 55 T．マーカンド吉田 和美氏 辻 哲英 安平 ノーザンファーム 512＋ 22：02．6 3．7�
（英）

12 ゴールドバランサー 牡2栗 55 内田 博幸居城 寿与氏 鈴木慎太郎 新冠 北勝ファーム 466＋ 82：03．02� 16．6�
47 コスモオピニオン 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 日高 荒井ファーム 482＋ 22：03．32 13．2�
818 マンマリアーレ 牝2芦 54 C．ルメール ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 小島牧場 468＋ 22：03．4� 7．1�
36 グランドカリナン 牡2鹿 55 津村 明秀田畑 利彦氏 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 452± 02：03．5クビ 9．5	
510 コスモアバンサ 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥村 武 日高 沖田牧場 476＋12 〃 アタマ 37．4

714 シーズオブホープ 牡2鹿 55 木幡 巧也�トップフェロウ武市 康男 新ひだか 千代田牧場 476＋162：03．71� 41．1�
611 セイウンパシュート 牡2黒鹿55 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 田上 徹 462＋ 22：03．91 2．4�
715 ミ キ チ ャ ン 牝2黒鹿54 丸田 恭介清水 義德氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 444－ 42：04．01 71．5
817 ショウミーザマネー 牝2鹿 54 戸崎 圭太飯塚 知一氏 蛯名 正義 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 82：04．1クビ 17．7�
48 シンボリタイプ 牡2栗 55

52 ▲佐々木大輔シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 536＋ 62：04．74 312．8�
24 ロイヤルワラント 牝2鹿 54

52 △小林 脩斗吉田 千津氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 408－ 42：05．55 333．7�
713 エブアンドフロウ 牝2鹿 54 石橋 脩ゴドルフィン 鈴木慎太郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452± 02：05．6� 369．7�
612 ディアマンテブルー 牡2鹿 55 M．デムーロ芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 474＋ 42：05．91� 22．8�
816 ウィッチハット 牝2栗 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 稲垣 幸雄 新冠 ビッグレッドファーム 490± 02：07．28 342．2�
11 コトブキヘスペラス 牡2黒鹿55 江田 照男尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 456＋ 2 〃 アタマ 190．8�
23 セイルアウェイ 牡2鹿 55 大野 拓弥スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 築紫 洋 434＋ 42：07．3� 477．7�
35 ニシノオールマイト 牡2栗 55 野中悠太郎西山 茂行氏 堀内 岳志 新冠 中山 高鹿康 B488＋102：08．15 312．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 74，225，700円 複勝： 105，364，600円 枠連： 21，449，200円
馬連： 115，305，000円 馬単： 46，901，700円 ワイド： 130，965，400円
3連複： 176，126，500円 3連単： 174，986，800円 計： 845，324，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 340円 � 310円 枠 連（1－5） 2，390円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 890円 �� 810円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 6，200円 3 連 単 ��� 22，390円

票 数

単勝票数 計 742257 的中 � 158915（2番人気）
複勝票数 計1053646 的中 � 175352（2番人気）� 72000（6番人気）� 82000（5番人気）
枠連票数 計 214492 的中 （1－5） 6953（10番人気）
馬連票数 計1153050 的中 �� 41281（8番人気）
馬単票数 計 469017 的中 �� 10526（11番人気）
ワイド票数 計1309654 的中 �� 40681（9番人気）�� 44425（8番人気）�� 20654（19番人気）
3連複票数 計1761265 的中 ��� 21301（20番人気）
3連単票数 計1749868 的中 ��� 5666（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．1―49．8―1：01．8―1：13．9―1：26．0―1：38．4―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．6
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ダ ニ ー デ ン �
�
父 リアルスティール �

�
母父 Numerous デビュー 2022．10．23 東京2着

2020．1．19生 牡2鹿 母 リアリサトリス 母母 Riziere 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 コスモアバンサ号の騎手柴田大知は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・17番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノオールマイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月25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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グランデボスコ号・ドーバーホーク号
（非抽選馬） 5頭 オークアンドモルト号・キラメクホシ号・コスモリボルブ号・フクシマブルース号・ロッカバラード号
※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25日 晴 稍重 （4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

59 トウカイラメール 牡2栗 55 M．デムーロ内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 478 ―1：13．4 4．9�
611 リネンスピリット 牡2鹿 55 柴田 大知戸山 光男氏 粕谷 昌央 日高 沖田牧場 480 ―1：13．82� 53．7�
713 ノーブルアクト 牝2栗 54

51 ▲水沼 元輝芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 496 ―1：13．9� 69．1�
815 モノノフイエロー 牡2鹿 55 伊藤 工真ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 伊坂 重信 新冠 佐藤 静子 450 ― 〃 アタマ 52．2�
47 マジックアワー 牡2栗 55 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 浜本牧場 442 ―1：14．21� 4．6�
11 シェルオパール 牝2栗 54 武士沢友治大越 徹朗氏 西田雄一郎 浦河 ヒダカフアーム 468 ―1：14．3� 39．9	
23 プリュネルウィンク 牝2黒鹿54 戸崎 圭太嶋田 賢氏 中舘 英二 浦河 辻 牧場 442 ―1：14．51� 4．4

816 サツキフラッシュ 牝2青鹿54 大野 拓弥小野 博郷氏 新開 幸一 浦河 カケハムポニークラブ 456 ―1：14．71� 14．2�
24 ヨドノストーリー 牡2栗 55 石橋 脩海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 434 ―1：15．01� 3．5�
714 ビ ア ン カ 牝2栗 54 H．ドイル 中辻 明氏 小手川 準 浦河 宮内牧場 404 ―1：15．1クビ 20．5

（英）

48 エターナルスノー 牝2栗 54 木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 424 ― 〃 クビ 17．1�

510 ナ イ ト 牡2鹿 55 江田 照男大塚 亮一氏 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト
クラブ 464 ―1：15．2� 164．2�

12 ショーエース 牡2黒鹿 55
53 △横山 琉人吉冨 学氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 488 ―1：15．83� 27．8�

612 ミラクルレインボー 牝2栗 54 武藤 雅村井 良孝氏 水野 貴広 日高 新井 昭二 428 ―1：16．54 72．8�
36 キタノファルコン 牡2鹿 55 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 裕 新冠 浜口牧場 470 ―1：20．8大差 89．1�
35 オーキデパフュメ 牝2鹿 54

52 △小林 脩斗今中 俊平氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 476 ― （競走中止） 150．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，223，500円 複勝： 71，945，300円 枠連： 25，376，100円
馬連： 86，001，400円 馬単： 38，936，400円 ワイド： 91，314，100円
3連複： 132，336，000円 3連単： 136，946，100円 計： 642，078，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 1，100円 � 1，160円 枠 連（5－6） 7，420円

馬 連 �� 13，310円 馬 単 �� 20，130円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 4，870円 �� 20，730円

3 連 複 ��� 107，290円 3 連 単 ��� 222，610円

票 数

単勝票数 計 592235 的中 � 95742（4番人気）
複勝票数 計 719453 的中 � 113099（3番人気）� 15025（11番人気）� 14126（12番人気）
枠連票数 計 253761 的中 （5－6） 2647（21番人気）
馬連票数 計 860014 的中 �� 5005（37番人気）
馬単票数 計 389364 的中 �� 1450（59番人気）
ワイド票数 計 913141 的中 �� 8597（26番人気）�� 5144（44番人気）�� 1197（94番人気）
3連複票数 計1323360 的中 ��� 925（224番人気）
3連単票数 計1369461 的中 ��� 446（605番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．9―12．6―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．9―47．5―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイラメール �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2020．5．25生 牡2栗 母 トウカイポプリ 母母 トウカイティアラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 オーキデパフュメ号は，競走中に異常歩様となったため3コーナー手前で競走中止。
〔制裁〕 シェルオパール号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：16

番）
〔調教再審査〕 オーキデパフュメ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタノファルコン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月25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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アオイサロン号・アルムダウン号・エメイン号・カサブランカキッド号・クリノタカラブネ号・シズカノウミ号・

プリンシペペケニョ号・マーシヴィガラス号・ラプトゥリー号
※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。

3309012月25日 晴 良 （4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

510 ペリファーニア 牝2青鹿54 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 496 ―1：36．0 1．4�
48 レッドシュヴェルト 牡2芦 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466 ―1：36．32 5．6�
11 アスピシャスデイ 牡2鹿 55 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 池上 昌和 浦河 村下農場 454 ―1：37．15 106．2�
47 ペモンディアル 牡2鹿 55 C．デムーロ 落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 518 ― 〃 クビ 7．0�

（仏）

714 サンマルリアン 牝2鹿 54
53 ☆永野 猛蔵相馬 勇氏 和田 勇介 平取 高橋 啓 442 ―1：37．63 131．1	

12 � デ イ タ ム 牡2鹿 55 H．ドイル ゴドルフィン 鹿戸 雄一 仏
S.C.E.A. Team
Hogdala
France et al

502 ―1：37．7� 31．6

（英）

713 カドノユトリ 牡2栗 55 江田 照男芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 478 ―1：37．8� 48．5�
23 ミットシュラー 牝2鹿 54 菊沢 一樹滝沢 裕也氏 小手川 準 浦河 北光牧場 432 ―1：37．9アタマ 195．4�
35 クレーンロケット 牝2黒鹿54 丸田 恭介�本桐牧場 宗像 義忠 新ひだか 本桐牧場 440 ―1：38．0� 195．4�
59 マインインパクト 牝2栗 54

52 △原 優介峰 哲馬氏 的場 均 浦河 グラストレーニ
ングセンター 444 ―1：38．1� 157．6

24 コスタノヴァ 牡2鹿 55 T．マーカンド吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484 ―1：38．2� 11．9�
（英）

612 ラ プ ン タ 牝2鹿 54 岩田 康誠吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 440 ― 〃 クビ 60．3�
815 サンエスペランス 牡2黒鹿55 横山 和生 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 田中 春美 458 ―1：39．05 175．9�
36 ウインエレナ 牝2黒鹿54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 436 ―1：39．21� 29．7�
816 アースジェイソンテ 牡2青鹿55 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 三好牧場 450 ―1：39．41� 116．0�
611 ダオラダオラ 牡2鹿 55 丹内 祐次ライオンレースホース� 石毛 善彦 新ひだか タイヘイ牧場 508 ―1：39．93 197．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，020，600円 複勝： 120，064，600円 枠連： 30，037，500円
馬連： 101，445，300円 馬単： 66，129，500円 ワイド： 104，151，500円
3連複： 150，750，400円 3連単： 234，802，600円 計： 895，402，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 870円 枠 連（4－5） 180円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，990円 �� 3，550円

3 連 複 ��� 7，240円 3 連 単 ��� 14，430円

票 数

単勝票数 計 880206 的中 � 486648（1番人気）
複勝票数 計1200646 的中 � 667245（1番人気）� 129636（2番人気）� 13096（9番人気）
枠連票数 計 300375 的中 （4－5） 125419（1番人気）
馬連票数 計1014453 的中 �� 206305（1番人気）
馬単票数 計 661295 的中 �� 101038（1番人気）
ワイド票数 計1041515 的中 �� 145646（1番人気）�� 12668（17番人気）�� 6983（28番人気）
3連複票数 計1507504 的中 ��� 15604（18番人気）
3連単票数 計2348026 的中 ��� 11790（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．9―48．0―1：00．5―1：12．8―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―3F35．5

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

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

ペリファーニア �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ハーツクライ 初出走

2020．3．25生 牝2青鹿 母 ケイティーズハート 母母 ケイティーズファースト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 クレーンロケット号の騎手丸田恭介は，3コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・16番）

クレーンロケット号の騎手丸田恭介は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の21頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）21頭 アシャカタカ号・アンクルコンシャス号・カンタベリースワン号・サトノアダマス号・サラアデール号・

サンオブアマゾン号・サンスレッド号・シャンデュヴァン号・ショウナンマカロン号・シルバーテーラー号・
ゼファーラーテル号・デザイアーフェーム号・ノーサンブリア号・ヒマワリムスメ号・ブラックデコ号・
フルラインナップ号・プレイフォーピース号・ボールズピラミッド号・ラブウェイ号・リンポポヴァリー号・
リーリオブランコ号

※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。



3309112月25日 晴 稍重 （4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 7，700，000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

815� トロワシャルム �5青鹿 57
54 ▲西塚 洸二村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474＋201：55．1 72．1�

816 デリシュレーヌ 牝4青鹿55 H．ドイル 加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 484± 01：55．2� 17．7�
（英）

713 ヴォーグマチネ 牡4鹿 57 原田 和真志村 幸彦氏 堀内 岳志 新冠 坂元 芳春 498＋ 41：55．41	 512．3�
714 フォーワンセルフ 牡3栗 56 横山 武史 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 522＋ 6 〃 ハナ 2．8�
11 タイキマクスウェル 牡3黒鹿56 木幡 巧也�大樹ファーム 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B510＋ 81：55．61 59．1	
36 カイザーレオン 牡3鹿 56 横山 和生 �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 B474＋101：55．81
 6．6

12 セイシェルノユウヒ �5芦 57 戸崎 圭太宮城 寛也氏 高橋 文雅 新冠 スカイビーチステーブル 476＋ 6 〃 ハナ 4．8�
611 ビーマイセルフ 牝4青鹿55 嶋田 純次�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 478＋241：56．01 43．7�
612 サイモンソーラン 牡3栗 56 田辺 裕信澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 21：56．1クビ 47．4
48 � クリノパイソン �4鹿 57

56 ☆秋山 稔樹栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 横井 哲 478± 0 〃 クビ 28．9�
59 カズラポニアン 牡3栗 56 T．マーカンド 合同会社雅苑興業 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B490－ 2 〃 クビ 4．8�

（英）

23 ジェイエルフラッグ 牝6青鹿55 丸山 元気橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 450－ 21：56．63 288．5�
24 セ イ ゲ ン 牡3栗 56 吉田 豊伊藤 誠吉氏 中川 公成 新冠 五丸農場 480＋ 21：57．23	 7．3�
510 サ ル ー テ �7鹿 57 大野 拓弥小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 552＋ 21：57．3	 182．8�
47 � ナスノコウラン 牡6鹿 57 丹内 祐次�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B510＋ 21：57．83 104．5�
35 クオーレドーロ 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 456－102：03．8大差 67．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 66，407，600円 複勝： 101，521，300円 枠連： 19，912，200円
馬連： 115，674，100円 馬単： 47，461，200円 ワイド： 132，333，200円
3連複： 188，369，800円 3連単： 190，869，300円 計： 862，548，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，210円 複 勝 � 1，620円 � 510円 �12，290円 枠 連（8－8） 30，670円

馬 連 �� 45，430円 馬 単 �� 106，890円

ワ イ ド �� 10，450円 �� 160，620円 �� 87，500円

3 連 複 ��� 1，623，870円 3 連 単 ��� 8，648，760円

票 数

単勝票数 計 664076 的中 � 7360（12番人気）
複勝票数 計1015213 的中 � 16242（12番人気）� 57334（6番人気）� 2052（16番人気）
枠連票数 計 199122 的中 （8－8） 503（33番人気）
馬連票数 計1156741 的中 �� 1973（60番人気）
馬単票数 計 474612 的中 �� 333（125番人気）
ワイド票数 計1323332 的中 �� 3495（58番人気）�� 226（119番人気）�� 415（111番人気）
3連複票数 計1883698 的中 ��� 87（459番人気）
3連単票数 計1908693 的中 ��� 16（2671番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．8―13．4―12．6―12．3―13．0―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．1―50．5―1：03．1―1：15．4―1：28．4―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．7
1
3
1－（5，15）2（4，7）8（6，9，14）（13，11）－3（12，16）－10
1（5，15）（2，9，7，8）（6，13，14）－（3，11）16，4（10，12）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�トロワシャルム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2017．3．10生 �5青鹿 母 チ ュ ー ニ ー 母母 フロムビヨンド 15戦1勝 賞金 18，020，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 クリノパイソン号の騎手秋山稔樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クオーレドーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月25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。
（非抽選馬） 2頭 ヴィグルズマン号・マスケティアーズ号
※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。

3309212月25日 晴 稍重 （4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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

714 マイステージ 牝4鹿 55 小林 凌大冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 444－ 41：11．0 4．0�
815 ニルカンタテソーロ 牡5栗 57 原 優介了德寺健二ホール

ディングス� 小手川 準 浦河 桑田牧場 B450＋ 21：11．1� 24．3�
11 アイヴォリードレス 牝3芦 54 横山 武史 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 81：11．31� 3．6�
611� ジェットマックス 牡5鹿 57 武 豊大野 照旺氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 530＋161：11．61� 43．5�
510 ウ メ タ ロ ウ 牡7黒鹿57 丸田 恭介�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B514＋14 〃 クビ 84．0	
35 バーニングソウル 牝5芦 55 和田 翼服部 新平氏 谷 潔 浦河 	川フアーム 426＋ 8 〃 アタマ 90．8

47 アルマセクメト 牝4黒鹿55 三浦 皇成コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 494＋10 〃 アタマ 32．0�
24 ア イ ス マ ン 牡4芦 57 幸 英明岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 460± 01：11．7
 17．7�
59 ネイチャーカレン 牡5黒鹿57 野中悠太郎 �サザンホールディング 根本 康広 新ひだか 高橋 修 470＋161：11．8クビ 7．9
36 コ ル ニ リ ア 牡5鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム B460＋141：11．9
 82．7�
12 �� ベストマジック 牡6鹿 57 津村 明秀馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B516＋12 〃 ハナ 23．0�
816 スラップショット �4鹿 57 大野 拓弥�ノースヒルズ 大竹 正博 新ひだか 桜井牧場 502＋ 61：12．43 28．2�
23 パ ド カ ト ル 牡6鹿 57 横山 琉人今村 明浩氏 坂口 智康 新ひだか 山際牧場 478± 01：12．5� 168．0�
48 アコルドエール �5栗 57 和田 竜二 �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 B496＋ 61：12．6
 121．7�
713 エターナルダイヤ 牡5栗 57 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 502＋ 41：12．8� 233．8�
612 セイウンハルカニ 牡3青鹿56 戸崎 圭太西山 茂行氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 478＋ 41：13．01
 3．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 85，123，100円 複勝： 116，680，000円 枠連： 27，230，500円
馬連： 151，072，000円 馬単： 59，257，400円 ワイド： 159，509，500円
3連複： 252，712，000円 3連単： 255，775，500円 計： 1，107，360，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 360円 � 180円 枠 連（7－8） 1，810円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 930円 �� 510円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 5，090円 3 連 単 ��� 35，670円

票 数

単勝票数 計 851231 的中 � 167536（3番人気）
複勝票数 計1166800 的中 � 226342（2番人気）� 66139（6番人気）� 173871（3番人気）
枠連票数 計 272305 的中 （7－8） 11612（8番人気）
馬連票数 計1510720 的中 �� 36393（10番人気）
馬単票数 計 592574 的中 �� 8650（18番人気）
ワイド票数 計1595095 的中 �� 46120（9番人気）�� 88862（3番人気）�� 23286（22番人気）
3連複票数 計2527120 的中 ��� 37171（12番人気）
3連単票数 計2557755 的中 ��� 5198（99番人気）

ハロンタイム 11．6―10．5―11．1―12．1―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．1―33．2―45．3―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイステージ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2020．9．27 中山11着

2018．4．15生 牝4鹿 母 トシキャンディ 母母 コ ル チ カ 18戦3勝 賞金 53，004，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 エイシンヌプリ号・オンワードセルフ号・グランドストローク号・コウバコ号・タイセイグラシア号・

タイトロープウィン号・トップヴィヴィット号・ネオトゥルー号・ノボベルサイユ号・バーンパッション号・
ブルースコード号・ブーケオブアイリス号・ペイシャリルキス号・ホワイトガーベラ号・ロープスピニング号



3309312月25日 晴 良 （4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，R3．12．25以降R4．12．18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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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

612 アケルナルスター 牡3青鹿54 横山 和生永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 62：34．7 24．2�
59 ダノングレーター �6黒鹿54 石川裕紀人�ダノックス 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B460－102：34．8� 161．0�
714 ジオフロント 牡4鹿 54 C．デムーロ �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 458－102：34．9� 35．5�

（仏）

11 モーソンピーク 牡5青鹿56 T．マーカンド �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506＋ 42：35．0� 4．3�
（英）

36 マイネルメサイア 牡3芦 53 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 482＋122：35．1� 21．7	

47 サクセスシュート 牡3鹿 54 田辺 裕信柴田実千代氏 久保田貴士 浦河 小島牧場 490＋12 〃 ハナ 4．6

23 レッドバリエンテ 牡3黒鹿55 川田 将雅 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 484＋102：35．31� 2．4�
713	 ウインエアフォルク 牡5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 482＋16 〃 クビ 58．9�
816 レットミーアウト 牝5黒鹿52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B492± 0 〃 ハナ 66．9
815 ドリームインパクト 牡6鹿 55 C．ルメール DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 498＋ 22：35．83 7．4�
12 シテフローラル 牡4鹿 55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 462＋ 22：35．91 13．0�
611 マリノソフィア 牝5黒鹿53 木幡 巧也矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 468± 02：36．43 276．1�
24 フィデリオグリーン 牡6鹿 53 原 優介斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 496－ 22：36．71� 240．6�
35 ウインヴァカンス 牝4栗 52 小崎 綾也�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム B452－ 2 〃 クビ 127．9�
510	 リリーブライト 牡4鹿 54 内田 博幸 �グリーンファーム西田雄一郎 千歳 社台ファーム 476＋ 22：36．91� 118．9�
48 トップリーチ 牡5黒鹿53 江田 照男紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 470＋ 62：37．96 305．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，124，900円 複勝： 125，554，300円 枠連： 40，629，500円
馬連： 190，210，700円 馬単： 79，217，300円 ワイド： 172，934，200円
3連複： 302，212，400円 3連単： 340，331，600円 計： 1，352，214，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，420円 複 勝 � 580円 � 3，850円 � 920円 枠 連（5－6） 21，830円

馬 連 �� 135，990円 馬 単 �� 236，700円

ワ イ ド �� 30，240円 �� 6，900円 �� 25，610円

3 連 複 ��� 645，750円 3 連 単 ��� 3，289，870円

票 数

単勝票数 計1011249 的中 � 33371（7番人気）
複勝票数 計1255543 的中 � 61082（6番人気）� 8129（14番人気）� 36201（8番人気）
枠連票数 計 406295 的中 （5－6） 1442（31番人気）
馬連票数 計1902107 的中 �� 1084（82番人気）
馬単票数 計 792173 的中 �� 251（151番人気）
ワイド票数 計1729342 的中 �� 1567（87番人気）�� 6921（42番人気）�� 1851（79番人気）
3連複票数 計3022124 的中 ��� 351（354番人気）
3連単票数 計3403316 的中 ��� 75（1797番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．8―31．0―43．9―56．7―1：09．7―1：22．3―1：34．3―1：46．0―1：57．7―2：09．9―2：22．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アケルナルスター �
�
父 トーセンラー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．10．31 東京7着

2019．4．16生 牡3青鹿 母 パ リ ー ジ ョ 母母 アレグリアス 13戦3勝 賞金 39，130，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 コスモスタック号・スカイテラス号
※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。

3309412月25日 晴 稍重 （4中山5） 第8日 第10競走 ��1，200�2022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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

713 チェイスザドリーム 牝3鹿 54 横山 武史 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 472－ 81：10．2 5．4�

59 � ジ ゲ ン 牡5鹿 57 松山 弘平林 正道氏 中村 直也 米 Diamond A
Racing Corp. 478＋ 21：10．41� 2．5�

12 タイキスウォード 牡5栗 57 M．デムーロ�大樹ファーム 橋田 満 新ひだか 木村 秀則 470－101：10．5クビ 31．4�
816 レーヴリアン 牝4鹿 55 戸崎 圭太矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 492－ 2 〃 ハナ 6．7�
714 ア シ タ バ 牝4栗 55 H．ドイル 佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 472－ 8 〃 クビ 46．5	

（英）

36 ジェットエンブレム 牡4栗 57 C．デムーロ 犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 538＋141：10．81� 14．0

（仏）

35 � リンカーンテソーロ 牡4栗 57 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 472＋ 4 〃 ハナ 8．4�
23 ニューフロンティア 牡4鹿 57 吉田 隼人平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 496＋ 41：11．0� 15．3�
815 ラインガルーダ 牡5鹿 57 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 浦河 日進牧場 470－ 41：11．21� 21．2
612 レッドランサー 牡7黒鹿57 武藤 雅 �東京ホースレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 B474± 0 〃 アタマ 237．1�
510 ワイドカント 牡5栗 57 和田 竜二幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 518± 01：11．3クビ 34．8�
611� ピ ア シ ッ ク 牡6鹿 57 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

522＋ 21：11．4� 23．9�
11 	 ワルツフォーラン 牝5青鹿55 田辺 裕信松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 B484＋ 2 〃 ハナ 16．0�
47 ジ オ ラ マ 牡9栗 57 石橋 脩�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 544－ 21：11．61 226．7�
48 ノアヴィグラス 牝4栗 55 藤田菜七子佐山 公男氏 天間 昭一 浦河 酒井牧場 486＋ 81：11．7
 74．6�
24 ゴールドラグーン 牡6栗 57 石川裕紀人吉田 晴哉氏 伊坂 重信 安平 追分ファーム 508＋ 61：12．65 75．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 119，162，900円 複勝： 149，093，500円 枠連： 48，827，300円
馬連： 237，252，700円 馬単： 84，034，500円 ワイド： 218，215，500円
3連複： 377，491，400円 3連単： 391，608，200円 計： 1，625，686，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 150円 � 480円 枠 連（5－7） 790円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 480円 �� 3，170円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 9，110円 3 連 単 ��� 34，170円

票 数

単勝票数 計1191629 的中 � 176130（2番人気）
複勝票数 計1490935 的中 � 171300（3番人気）� 347454（1番人気）� 59438（9番人気）
枠連票数 計 488273 的中 （5－7） 47889（3番人気）
馬連票数 計2372527 的中 �� 198148（2番人気）
馬単票数 計 840345 的中 �� 36650（3番人気）
ワイド票数 計2182155 的中 �� 132835（2番人気）�� 17689（37番人気）�� 47471（10番人気）
3連複票数 計3774914 的中 ��� 31054（27番人気）
3連単票数 計3916082 的中 ��� 8308（90番人気）

ハロンタイム 11．5―10．4―11．1―12．2―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．5―21．9―33．0―45．2―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェイスザドリーム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2022．3．12 阪神1着

2019．5．20生 牝3鹿 母 ゴールドチェイス 母母 セクレゴールド 6戦4勝 賞金 45，743，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エスケーアタランタ号・テイエムトッキュウ号
※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。

１レース目 ３レース目



3309512月25日 晴 良 （4中山5） 第8日 第11競走 ��
��2，500�有 馬 記 念（ＧⅠ）

発走15時25分 （第67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 400，000，000円 160，000，000円 100，000，000円 60，000，000円 40，000，000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

59 イクイノックス 牡3青鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：32．4 2．3�
23 ボルドグフーシュ 牡3栗 55 福永 祐一 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 498＋ 22：32．82� 14．1�
35 ジェラルディーナ 牝4鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 470± 02：33．11� 7．4�

（仏）

12 イズジョーノキセキ 牝5鹿 55 岩田 康誠泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 472＋ 22：33．2	 152．0�
47 エフフォーリア 牡4鹿 57 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 B532＋12 〃 クビ 10．1�
48 ウインマイティー 牝5芦 55 和田 竜二	ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム B484－102：33．51� 199．6

510 ジャスティンパレス 牡3青鹿55 T．マーカンド三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 クビ 18．9�

（英）

816 ディープボンド 牡5青鹿57 川田 将雅前田 晋二氏 大久保龍志 新冠 村田牧場 504 2：33．6� 37．3�
713 タイトルホルダー 牡4鹿 57 横山 和生山田 弘氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 476 2：34．13 3．6
36 ヴェラアズール 牡5青 57 松山 弘平 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518± 0 〃 クビ 10．0�
714 ボッケリーニ 牡6栗 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス	 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋102：34．52� 183．8�
612 ポ タ ジ ェ 牡5鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 アタマ 136．9�
611 ラストドラフト 牡6黒鹿57 三浦 皇成 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 470＋ 22：34．6� 215．3�
24 アリストテレス 牡5鹿 57 武 豊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B484＋ 62：34．91	 85．0�
11 ア カ イ イ ト 牝5青鹿55 幸 英明岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 522－ 22：35．0� 79．0�
815 ブレークアップ 牡4栗 57 戸崎 圭太阿部東亜子氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 504＋ 42：36．27 118．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 4，291，090，900円 複勝： 2，252，905，500円 枠連： 1，411，478，400円 馬連： 6，156，458，800円 馬単： 2，753，820，200円
ワイド： 4，461，505，400円 3連複：10，841，090，000円 3連単：19，986，697，400円 5重勝： 1，089，683，500円 計： 53，244，730，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 270円 � 200円 枠 連（2－5） 1，150円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 500円 �� 340円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 9，740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����� 3，739，110円

票 数

単勝票数 計42910909 的中 � 14767058（1番人気）
複勝票数 計22529055 的中 � 6518315（1番人気）� 1623738（5番人気）� 2463483（3番人気）
枠連票数 計14114784 的中 （2－5） 950941（4番人気）
馬連票数 計61564588 的中 �� 3593793（4番人気）
馬単票数 計27538202 的中 �� 1163499（5番人気）
ワイド票数 計44615054 的中 �� 2412341（4番人気）�� 3737026（2番人気）�� 1079119（14番人気）
3連複票数 計108410900 的中 ���3219095（7番人気）
3連単票数 計199866974 的中 ���1487248（28番人気）
5重勝票数 計10896835 的中 ����� 204

ハロンタイム 7．0―11．3―11．7―12．1―12．5―13．1―12．7―12．4―11．8―11．9―12．2―11．4―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．3―30．0―42．1―54．6―1：07．7―1：20．4―1：32．8―1：44．6―1：56．5―2：08．7―2：20．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イクイノックス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．8．28 新潟1着

2019．3．23生 牡3青鹿 母 シャトーブランシュ 母母 ブランシェリー 6戦4勝 賞金 806，602，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3309612月25日 晴 良 （4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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：05．8

良
良

47 ホウオウノーサイド 牡3栗 56 田辺 裕信小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 21：08．8 6．3�
714 ヒルノローザンヌ 牝3黒鹿54 松山 弘平�ヒルノ 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 B474－ 61：08．9� 12．6�
12 イズンシーラブリー 牝4鹿 55 C．ルメール 諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 422± 01：09．0� 3．2�
24 トーセンサンダー 牡3青鹿56 木幡 巧也島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 488＋201：09．1クビ 24．8�
612 バンデルオーラ 牡3鹿 56 T．マーカンド 	社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 ハナ 4．9


（英）

816� エンジェルシリカ 牝3鹿 54 福永 祐一前田 幸大氏 矢作 芳人 米 Mrs. E
Stockwell 460＋ 4 〃 ハナ 22．6�

36 サイヤダンサー 牡5鹿 57 M．デムーロウエスト．フォレスト．ステイブル� 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 472＋12 〃 ハナ 6．9�
815� シャークスポット 牡4鹿 57 戸崎 圭太沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 464＋ 61：09．31	 19．2
59 コスモカッティーボ 牡5鹿 57 柴田 大知 	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 496＋101：09．51	 209．0�
510 ヨ ー ル 牝3鹿 54 H．ドイル 藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 448－ 2 〃 クビ 7．5�

（英）

713 スズノヤマト 
5鹿 57 三浦 皇成小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ 482＋ 21：09．61 96．1�

35 スウィートプロミス 牝3黒鹿54 横山 武史 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 458＋ 41：09．81	 55．3�
23 ルミナスライン 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 448＋ 21：10．33 70．2�
11 ソールズベリー 牝3青鹿54 佐々木大輔下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 456＋ 61：10．4クビ 93．3�
48 ク ム シ ラ コ 牡4栗 57 黛 弘人	ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 478＋10 〃 クビ 120．7�
611 トップキャスト 牝3栗 54 C．デムーロ �G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 438＋ 61：11．88 37．0�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 220，667，600円 複勝： 249，866，100円 枠連： 71，954，900円
馬連： 381，917，200円 馬単： 148，493，800円 ワイド： 366，581，900円
3連複： 626，510，900円 3連単： 717，879，700円 計： 2，783，872，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 200円 � 270円 � 170円 枠 連（4－7） 3，730円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 6，090円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 550円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 34，910円

票 数

単勝票数 計2206676 的中 � 276553（3番人気）
複勝票数 計2498661 的中 � 331642（3番人気）� 204889（6番人気）� 437500（1番人気）
枠連票数 計 719549 的中 （4－7） 14914（23番人気）
馬連票数 計3819172 的中 �� 77055（14番人気）
馬単票数 計1484938 的中 �� 18279（24番人気）
ワイド票数 計3665819 的中 �� 67143（14番人気）�� 190922（4番人気）�� 94045（11番人気）
3連複票数 計6265109 的中 ��� 85394（11番人気）
3連単票数 計7178797 的中 ��� 14905（98番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．2―11．8―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．7―45．5―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウノーサイド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2022．1．16 中山9着

2019．4．15生 牡3栗 母 ツーデイズノーチス 母母 ユ ニ バ ー ス 10戦3勝 賞金 38，566，000円
〔制裁〕 ホウオウノーサイド号の騎手田辺裕信は，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30，000円。（被害馬：16

番・12番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（4中山5）第8日 12月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 194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

962，240，000円
8，210，000円
39，310，000円
6，840，000円
129，510，000円
67，000，000円
87，640，000円
5，927，000円
1，862，400円

勝馬投票券売得金
5，279，868，000円
3，580，210，800円
1，746，617，900円
7，814，398，500円
3，446，844，400円
6，155，732，000円
13，513，568，400円
22，909，220，800円
1，089，683，500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 65，536，144，300円

総入場人員 39，670名 （有料入場人員 37，966名）
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