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00001 1月5日 晴 良 （5中山1） 第1日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000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 シュバルツガイスト 牡3黒鹿56 武 豊 �インゼルレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486－ 41：12．6 1．8�
35 ジェイケイファイン 牡3栗 56 内田 博幸小谷野次郎氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 472－ 81：12．91� 7．4�
11 レ デ ィ ア ス 牝3栗 54 津村 明秀中山 栄一氏 鈴木慎太郎 安平 追分ファーム 428＋ 6 〃 クビ 36．1�
815 ハローマイラブリー 牝3鹿 54 三浦 皇成平賀 久枝氏 伊坂 重信 浦河 鎌田 正嗣 536± 01：13．43 4．2�
59 ベアカワイコチャン 牝3栗 54 松岡 正海熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新ひだか 沖田 忠幸 478＋101：13．93 7．9�
12 ラディーヴァ 牝3芦 54

52 △原 優介小林竜太郎氏 武市 康男 新ひだか へいはた牧場 456－ 21：14．0� 255．6	
612 メルティーショコラ 牝3栗 54 武藤 雅�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 470＋14 〃 クビ 58．8

816 ニシノスイセイ 牡3栗 56 野中悠太郎西山 茂行氏 青木 孝文 新冠 中山 高鹿康 468＋ 61：14．1� 137．1�
713 タッカーカムカム 牝3鹿 54

52 △山田 敬士小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 高橋 修 426－ 21：14．2クビ 322．0�
36 ペイシャコリン 牝3鹿 54

52 △小林 凌大北所 直人氏 伊藤 伸一 新冠 隆栄牧場 454－101：14．41� 86．0
611 オメガキャプテン 牡3芦 56 横山 和生原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 474＋161：14．71� 10．7�
48 デルマウッチャリ 牝3栗 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 406＋ 81：14．91� 391．7�
23 シティオブヨーク 牡3芦 56 木幡 巧也田頭 勇貴氏 鈴木慎太郎 日高 宝寄山 拓樹 464＋121：15．0� 83．1�
47 マリノルルワ 牝3栗 54

51 ▲土田 真翔矢野 雅子氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 398＋ 81：15．1� 208．6�
24 エーデルシュタイン 牝3黒鹿54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 ディアレスト

クラブ 392± 01：16．16 348．9�
510 コノハナミカミ 牝3栗 54 丸田 恭介自由が丘サラブレッ

ド倶楽部 上原 博之 新ひだか 前田ファーム 422＋101：17．27 63．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，749，800円 複勝： 79，151，300円 枠連： 12，538，000円
馬連： 65，020，700円 馬単： 36，501，900円 ワイド： 69，751，200円
3連複： 118，184，000円 3連単： 161，200，900円 計： 585，097，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 480円 枠 連（3－7） 470円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 220円 �� 790円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 8，890円

票 数

単勝票数 計 427498 的中 � 188754（1番人気）
複勝票数 計 791513 的中 � 413623（1番人気）� 91805（2番人気）� 17621（6番人気）
枠連票数 計 125380 的中 （3－7） 20288（2番人気）
馬連票数 計 650207 的中 �� 105269（2番人気）
馬単票数 計 365019 的中 �� 41463（1番人気）
ワイド票数 計 697512 的中 �� 98654（1番人気）�� 20366（10番人気）�� 9938（14番人気）
3連複票数 計1181840 的中 ��� 29103（8番人気）
3連単票数 計1612009 的中 ��� 13137（25番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．4―12．3―13．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．7―46．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュバルツガイスト �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Invincible Spirit デビュー 2022．7．24 札幌7着

2020．2．15生 牡3黒鹿 母 フリーティングスピリット 母母 Millennium Tale 5戦1勝 賞金 8，900，000円
〔発走状況〕 マリノルルワ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 マリノルルワ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コノハナミカミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月5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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 イナホ号・ドラゴングライダー号・ユーメイドマイデイ号・ラブファントム号・ロサムンディー号
（非抽選馬） 1頭 クリノビッグママ号

00002 1月5日 晴 良 （5中山1） 第1日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

48 プレミアペガサス 牡3栗 56 T．バシュロ鈴木 剛史氏 田中 博康 新ひだか 小倉 光博 B510－ 21：55．3 13．8�
（仏）

47 ジェントルタッチ 牡3鹿 56 黛 弘人フィールドレーシング 武井 亮 新冠 松浦牧場 512＋ 21：55．51� 13．3�
713 ニシノファンフェア 牡3黒鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 和田 勇介 新ひだか 本桐牧場 482＋ 21：55．71 16．3�
12 ピックアップライン 牡3青鹿56 武士沢友治 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 514＋ 61：56．02 58．8�
23 � コレクテイニア 牡3鹿 56 吉田 豊�G1レーシング 戸田 博文 米 Shadai Cor-

poration 478＋101：56．42 5．0	
815 コスモメイゲツ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 462± 0 〃 ハナ 53．6

510 パーティーキング 牡3芦 56 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 有限会社 大

作ステーブル 474＋ 21：56．5� 51．6�
611� アフタヌーンドレス 牝3鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 栗田 徹 米 Godolphin 502－101：56．82 3．2�
816 バンクサイド 牡3鹿 56 木幡 初也永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 川越ファーム B508＋ 21：56．9� 226．2
36 エイチエヌバンピー 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子鳴田 啓志氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 448＋101：57．11 80．3�
612 フクノブルジュ 牡3黒鹿56 菊沢 一樹福島 祐子氏 竹内 正洋 日高 株式会社

ケイズ 446－ 8 〃 アタマ 2．7�
714 インテンスシチー 牡3栗 56 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新冠 村田牧場 492＋ 41：57．2クビ 31．9�
11 ツカサレヴズ 牡3鹿 56

55 ☆永野 猛蔵小泉 禎剛氏 田島 俊明 新冠 ハクレイファーム 472＋121：57．62� 79．4�
35 タイムトラベラー 牡3栗 56 斎藤 新田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 折手牧場 476＋341：58．87 216．9�
24 ヴィナクローナ 牡3黒鹿56 石橋 脩 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 468＋ 41：59．11� 23．8�
59 マイプリンセス 牝3芦 54

52 △山田 敬士大倉 佑介氏 松永 康利 むかわ ヤマイチ牧場 472－ 2 〃 クビ 420．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，150，100円 複勝： 57，001，400円 枠連： 17，178，300円
馬連： 62，615，500円 馬単： 26，852，100円 ワイド： 69，532，400円
3連複： 114，232，700円 3連単： 104，404，100円 計： 487，966，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 460円 � 440円 � 400円 枠 連（4－4） 7，010円

馬 連 �� 6，420円 馬 単 �� 15，240円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 2，810円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 32，390円 3 連 単 ��� 199，190円

票 数

単勝票数 計 361501 的中 � 20819（5番人気）
複勝票数 計 570014 的中 � 31992（6番人気）� 33977（5番人気）� 37718（4番人気）
枠連票数 計 171783 的中 （4－4） 1897（16番人気）
馬連票数 計 626155 的中 �� 7550（20番人気）
馬単票数 計 268521 的中 �� 1321（44番人気）
ワイド票数 計 695324 的中 �� 9364（21番人気）�� 6337（26番人気）�� 7182（25番人気）
3連複票数 計1142327 的中 ��� 2645（91番人気）
3連単票数 計1044041 的中 ��� 380（469番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．7―51．0―1：03．8―1：16．6―1：29．6―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プレミアペガサス �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 Mineshaft デビュー 2022．9．24 中山8着

2020．3．25生 牡3栗 母 エヴリホープ 母母 ステージトリック 2戦1勝 賞金 5，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 イデアユウシン号・ウイキャンファイト号・フィールザダイヤ号・ミツカネアース号・ラインシュトラール号・

リネンマンボ号・レオアメニティー号
※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。

第１回 中山競馬 第１日



00003 1月5日 晴 良 （5中山1） 第1日 第3競走 ��1，800�3歳新馬
発走10時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，200，000円 2，500，000円 1，600，000円 930，000円 620，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

816 フェブルウス 牡3鹿 56 木幡 巧也�G1レーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 464 ―1：57．1 15．9�
59 ルルシュシュ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 市川フアーム 490 ―1：57．52� 36．7�
12 トウショウリッジ 牡3栗 56 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 490 ―1：57．6� 16．0�
36 デ ス テ ィ ノ 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �Gリビエール・

レーシング 田島 俊明 浦河 ディアレスト
クラブ 544 ―1：57．7クビ 11．5�

47 ル ト ラ セ �3青鹿56 丹内 祐次�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 542 ―1：58．33� 60．8�
35 セントアイヴス 牡3鹿 56 吉田 豊広尾レース� 中舘 英二 新冠 パカパカ

ファーム 500 ― 〃 ハナ 22．3	
23 クリムゾンレッド 牡3黒鹿56 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 518 ―1：58．4� 45．9

815 セイウンデイスター 牡3鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 前田ファーム 458 ―1：58．93 93．5�
24 ビートポップ 牝3栗 54

53 ☆永野 猛蔵吉田 千津氏 堀内 岳志 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490 ―1：59．32� 10．0�

48 サウザンサニー 牡3鹿 56 菊沢 一樹千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 510 ―1：59．51 10．6
510 グランデアマポーラ 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504 ―2：00．03 4．0�
11 デュメイカズマ 牡3栗 56 横山 武史合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464 ―2：00．53 4．0�
612 ビッグアメリカン 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二鈴木 康弘氏 高橋 文雅 浦河 栄進牧場 574 ―2：00．71 98．8�
611 メインボード 牡3青 56

54 △小林 凌大栗嶋 豊明氏 天間 昭一 新ひだか 荒谷 輝和 500 ―2：02．08 167．3�
714 ヤマニンビロー �3青鹿56 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 浦河 廣田 光夫 534 ―2：11．5大差 222．6�
713 アドマイヤゾネ 牡3鹿 56 M．デムーロ近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 466 ― （競走中止） 4．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，537，300円 複勝： 47，596，000円 枠連： 14，596，000円
馬連： 59，884，900円 馬単： 25，581，900円 ワイド： 57，604，300円
3連複： 95，318，100円 3連単： 94，953，400円 計： 432，071，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 540円 � 1，000円 � 440円 枠 連（5－8） 2，580円

馬 連 �� 24，290円 馬 単 �� 47，840円

ワ イ ド �� 6，100円 �� 3，510円 �� 5，930円

3 連 複 ��� 117，380円 3 連 単 ��� 649，440円

票 数

単勝票数 計 365373 的中 � 18344（7番人気）
複勝票数 計 475960 的中 � 23615（8番人気）� 11780（10番人気）� 30335（7番人気）
枠連票数 計 145960 的中 （5－8） 4371（13番人気）
馬連票数 計 598849 的中 �� 1910（53番人気）
馬単票数 計 255819 的中 �� 401（110番人気）
ワイド票数 計 576043 的中 �� 2429（56番人気）�� 4261（40番人気）�� 2502（54番人気）
3連複票数 計 953181 的中 ��� 609（215番人気）
3連単票数 計 949534 的中 ��� 106（1141番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―38．0―51．0―1：03．4―1：16．2―1：29．6―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．7―3F40．9
1
3
2（6，8）9，4（1，16）13－（3，10）15，5－7－（11，12）＝14・（2，6）（9，8）16（1，13）（4，3，10）（5，15）－7，12－11＝14

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

勝馬の
紹 介

フェブルウス �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2020．2．21生 牡3鹿 母 マトリョーシカ 母母 アイスドール 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔競走中止〕 アドマイヤゾネ号は，最後の直線コースで急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アドマイヤゾネ号は，令和5年1月6日から令和5年1月26日まで出走停止。停止期間の満了後に平

地調教再審査。
〔調教再審査〕 トウショウリッジ号は，4コーナーで外側に逃避し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〕 ヤマニンビロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月5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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イサチルアルマーレ号

00004 1月5日 晴 良 （5中山1） 第1日 第4競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走11時25分 （ダート・右）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

47 サトノアレックス �6栗 58 菊沢 一樹里見 治氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B500＋ 41：55．3 15．9�
713 タイセイマーベル 牡5栗 58 M．デムーロ田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム B508＋201：55．93� 9．4�
11 � サトノギベオン 牡4青鹿57 武 豊里見 治氏 戸田 博文 新冠 ハクレイファーム 526－ 2 〃 クビ 3．7�
816 ネオヒューズ 牡5栗 58

56 △小林 凌大西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 522＋ 81：56．0アタマ 47．8�
714 ディープグラビティ 牡4黒鹿57 横山 武史 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B468± 0 〃 アタマ 7．5�
612 ア ウ グ ス ト 牡4鹿 57 斎藤 新	GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 520＋101：56．1� 4．6

23 ダンディジャック 牡4黒鹿 57

54 ▲西塚 洸二�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 506＋181：56．31� 16．9�
815� アイファーグローブ 牡4青 57

56 ☆秋山 稔樹中島 稔氏 蛯名 利弘 日高 Wing Farm 482＋121：56．4� 270．9�
35 � マサカウマザンマイ 牡5鹿 58

56 △原 優介鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 496＋ 81：56．5� 139．6
24 リゼレインボー 牡4栗 57 石橋 脩飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 486＋ 21：56．92� 54．8�
48 マイネルサハラ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 浦河 金石牧場 B482＋ 61：57．21� 3．9�
36 � キタノポケット 牝6栗 56

54 △小林 脩斗北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 森永牧場 424＋ 41：57．3� 219．3�
510 アーバンデザイン 牡4栗 57 丹内 祐次 �社台レースホース和田 雄二 千歳 社台ファーム B532＋12 〃 クビ 13．2�
12 ニシノムネヲウツ 牡4鹿 57 野中悠太郎西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 田上 徹 506± 01：57．72 71．1�
611� トラストドーベル 牝5黒鹿56 吉田 豊菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 510＋221：57．8� 124．7�
59 ヴィグルズマン �5栗 58 内田 博幸 KAJIMOTOホー

ルディングス	 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 B462＋122：01．3大差 325．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，910，600円 複勝： 60，259，300円 枠連： 16，452，000円
馬連： 72，928，300円 馬単： 29，059，600円 ワイド： 71，983，000円
3連複： 113，973，600円 3連単： 111，870，100円 計： 515，436，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 330円 � 290円 � 150円 枠 連（4－7） 660円

馬 連 �� 6，650円 馬 単 �� 13，100円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 970円 �� 830円

3 連 複 ��� 7，310円 3 連 単 ��� 78，280円

票 数

単勝票数 計 389106 的中 � 19478（7番人気）
複勝票数 計 602593 的中 � 40637（6番人気）� 47532（5番人気）� 131964（1番人気）
枠連票数 計 164520 的中 （4－7） 19289（2番人気）
馬連票数 計 729283 的中 �� 8494（23番人気）
馬単票数 計 290596 的中 �� 1663（47番人気）
ワイド票数 計 719830 的中 �� 10547（22番人気）�� 19297（12番人気）�� 22829（9番人気）
3連複票数 計1139736 的中 ��� 11683（23番人気）
3連単票数 計1118701 的中 ��� 1036（281番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．7―13．3―12．3―12．5―13．1―13．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．2―50．5―1：02．8―1：15．3―1：28．4―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノアレックス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．6．15 東京4着

2017．2．2生 �6栗 母 ミラクルレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 27戦2勝 賞金 28，910，000円
〔制裁〕 マサカウマザンマイ号の騎手原優介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィグルズマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月5日まで平地競走

に出走できない。



00005 1月5日 晴 良 （5中山1） 第1日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

11 メタルスピード 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 Him Rock Racing
ホールディングス� 斎藤 誠 日高 タバタファーム B510＋ 41：34．1 6．9�

23 サルヴァトーレ 牡3鹿 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 和田正一郎 新ひだか 土居牧場 474－ 2 〃 アタマ 3．7�
816 コントラポスト 牡3青鹿56 田辺 裕信ライオンレースホース� 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 460－101：34．62� 4．1�
35 ウィンターダフネ 牝3芦 54 横山 和生金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476－ 21：34．81� 7．3�
24 シルバーステラ 牝3青鹿 54

52 △原 優介井山 登氏 武市 康男 新冠 岩見牧場 414－ 6 〃 クビ 70．6�
815 コンスピキュアス 牡3栗 56 大野 拓弥村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 456＋ 41：34．9� 25．2	
48 コスモスプモーニ 牡3鹿 56 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 462－ 21：35．0クビ 162．6�
714 ニシノトレンディー 牝3栗 54 武 豊西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 494＋ 41：35．21� 4．7�
713 トクシーカイザー 牡3鹿 56 菊沢 一樹 AIレーシング 小島 茂之 新ひだか 前田ファーム 460＋ 2 〃 アタマ 18．6
36 コースタルタウン 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 416＋ 21：35．41� 222．6�
12 ヒルズカーン 牡3黒鹿56 吉田 豊湯澤 寛氏 松永 康利 様似 清水 誠一 B480＋ 41：35．6� 42．8�
510 ニシノカナン 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 中山 高鹿康 506＋ 81：35．7� 79．4�
47 ニシノスナイパー 牡3青 56 武藤 雅西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 谷川牧場 464＋ 21：36．23 72．5�
612� ロマンスオーサー 牡3青鹿56 T．バシュロゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Godolphin 496＋ 21：36．41� 31．3�

（仏）

611 クリノリアルレディ 牝3鹿 54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新ひだか 平野牧場 476＋ 21：36．5� 138．5�
59 ソルエストレーラ 牝3黒鹿54 田中 勝春ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 宗像 義忠 浦河 梅田牧場 428± 01：43．6大差 20．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，900，800円 複勝： 81，197，100円 枠連： 17，760，700円
馬連： 85，595，400円 馬単： 34，742，200円 ワイド： 92，321，900円
3連複： 144，315，700円 3連単： 136，199，800円 計： 642，033，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 180円 � 150円 � 170円 枠 連（1－2） 1，130円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 510円 �� 750円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 13，100円

票 数

単勝票数 計 499008 的中 � 57604（4番人気）
複勝票数 計 811971 的中 � 105813（4番人気）� 149689（1番人気）� 122386（3番人気）
枠連票数 計 177607 的中 （1－2） 12147（4番人気）
馬連票数 計 855954 的中 �� 53953（4番人気）
馬単票数 計 347422 的中 �� 9395（9番人気）
ワイド票数 計 923219 的中 �� 46088（4番人気）�� 30195（9番人気）�� 59444（2番人気）
3連複票数 計1443157 的中 ��� 58175（2番人気）
3連単票数 計1361998 的中 ��� 7533（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．1―34．6―46．5―58．4―1：10．1―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

メタルスピード �
�
父 シルバーステート �

�
母父 Shamardal デビュー 2022．8．27 新潟4着

2020．3．28生 牡3黒鹿 母 マイビビアーヌ 母母 My 5戦1勝 賞金 9，980，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソルエストレーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月5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。
（非当選馬） 1頭 サマニテイオー号
（非抽選馬） 4頭 ゴールドレコーダー号・セセラギ号・テイエムクリエイト号・ナムラアダム号
※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。

00006 1月5日 晴 良 （5中山1） 第1日 第6競走 ��
��2，000�3歳1勝クラス

発走12時45分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

55 アヴニールドブリエ 牡3黒鹿56 T．バシュロ �シルクレーシング 宮田 敬介 洞�湖 レイクヴィラファーム 510＋ 22：00．8 4．0�
（仏）

22 キミノナハマリア 牝3栗 54 �島 良太浦野 和由氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 486－ 42：01．01	 7．3�
77 ハ ウ ゼ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �CHEVAL AT-

TACHE 田中 博康 浦河 辻 牧場 510＋12 〃 クビ 7．5�
78 イージーオンミー 牝3栗 54 石橋 脩�坂東牧場 中舘 英二 平取 坂東牧場 B428－ 62：01．2
 48．0�
810 シリアルノヴェル 牡3栗 56 横山 武史 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 476＋ 42：01．41� 8．2	
44 ビターグラッセ 牝3鹿 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 500± 02：01．82� 2．1

11 トーセンウォルト 牡3鹿 56 田中 勝春島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 458－ 42：02．11
 91．4�
33 マジカルワード 牝3黒鹿54 大野 拓弥村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 452－10 〃 クビ 27．3
89 ビップクロエ 牝3鹿 54 戸崎 圭太鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 452－ 22：05．9大差 13．5�

（9頭）
66 マイネルモーント 牡3芦 56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 55，658，700円 複勝： 53，329，700円 枠連： 9，842，700円
馬連： 64，718，100円 馬単： 34，099，700円 ワイド： 66，028，000円
3連複： 92，911，200円 3連単： 153，642，200円 計： 530，230，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 190円 � 210円 枠 連（2－5） 1，360円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 520円 �� 590円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 14，150円

票 数

単勝票数 差引計 556587（返還計 4576） 的中 � 110547（2番人気）
複勝票数 差引計 533297（返還計 4305） 的中 � 109437（2番人気）� 66657（3番人気）� 59538（5番人気）
枠連票数 差引計 98427（返還計 2305） 的中 （2－5） 5608（6番人気）
馬連票数 差引計 647181（返還計 17242） 的中 �� 35028（6番人気）
馬単票数 差引計 340997（返還計 7722） 的中 �� 11737（9番人気）
ワイド票数 差引計 660280（返還計 12652） 的中 �� 33296（6番人気）�� 28463（8番人気）�� 23915（9番人気）
3連複票数 差引計 929112（返還計 36279） 的中 ��� 21602（13番人気）
3連単票数 差引計1536422（返還計 53874） 的中 ��� 7870（50番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．6―11．9―12．4―12．0―12．4―12．0―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―36．0―47．9―1：00．3―1：12．3―1：24．7―1：36．7―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アヴニールドブリエ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2022．8．21 札幌3着

2020．2．27生 牡3黒鹿 母 レーヌドブリエ 母母 メジロドーベル 3戦2勝 賞金 14，800，000円
〔出走取消〕 マイネルモーント号は，疾病〔右前肢挫創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビップクロエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月5日まで平地競走に

出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00007 1月5日 晴 良 （5中山1） 第1日 第7競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

611� ブルーカルセドニー 牝5鹿 56 M．デムーロ KRジャパン 小野 次郎 新冠 村上 欽哉 B452＋101：54．5 18．0�
48 オレデイイノカ 牡5栗 58 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 504＋ 6 〃 ハナ 6．3�
11 ローズボウル 牡5鹿 58 石川裕紀人 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム B518＋10 〃 ハナ 19．6�
35 � ターニングアップ 牡5鹿 58 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 中本 隆志 486＋101：54．6アタマ 23．4�
47 ミヤビマドンナ 牝6鹿 56 吉田 豊村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 448＋ 6 〃 クビ 59．9	
23 アイアムイチリュウ 牡6黒鹿58 T．バシュロ堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 B518＋ 4 〃 ハナ 9．3


（仏）

510 ジョイウイン 牡6栗 58 石橋 脩石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B496＋ 41：54．7クビ 22．2�
612 サクセスエース 牡5栗 58 戸崎 圭太 �ブルースターズファーム 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 B490－ 2 〃 クビ 8．4�
815 スイートフィル 牝5芦 56

53 ▲佐々木大輔シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 472＋ 41：54．8クビ 11．0
36 サラフィエル 牡4栗 57 菊沢 一樹木部 厳生氏 鈴木慎太郎 日高 木部ファーム B452＋10 〃 クビ 5．6�
713 トーホウボルツ 牡5黒鹿58 野中悠太郎東豊物産� 嘉藤 貴行 浦河 王蔵牧場 B488＋ 61：54．9� 111．7�
12 サイモンルモンド �6栗 58 丸山 元気澤田 昭紀氏 小桧山 悟 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 6 〃 クビ 227．0�
714 バルサミックムーン �6鹿 58

56 △小林 脩斗高橋 文男氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 518＋201：55．0� 16．4�
59 プリンスミノル 牡4鹿 57 田辺 裕信吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか ゴールドアップカンパニー 468＋ 81：55．21 3．6�
816 アシタガアルサ 牡5栗 58 江田 照男千葉 正人氏 小笠 倫弘 新ひだか 飛野牧場 B480＋141：55．52 72．0�
24 サバンナモンキー 牡4黒鹿 57

55 △横山 琉人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 470＋ 41：56．13� 39．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，421，400円 複勝： 63，045，500円 枠連： 18，210，400円
馬連： 77，023，600円 馬単： 29，458，400円 ワイド： 86，042，500円
3連複： 132，345，900円 3連単： 122，984，800円 計： 572，532，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 460円 � 210円 � 640円 枠 連（4－6） 1，270円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 11，040円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 3，060円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 20，120円 3 連 単 ��� 161，520円

票 数

単勝票数 計 434214 的中 � 19261（8番人気）
複勝票数 計 630455 的中 � 33427（7番人気）� 92857（3番人気）� 22838（10番人気）
枠連票数 計 182104 的中 （4－6） 11097（6番人気）
馬連票数 計 770236 的中 �� 13187（16番人気）
馬単票数 計 294584 的中 �� 2001（43番人気）
ワイド票数 計 860425 的中 �� 13451（19番人気）�� 7155（41番人気）�� 11889（22番人気）
3連複票数 計1323459 的中 ��� 4932（74番人気）
3連単票数 計1229848 的中 ��� 552（634番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．9―12．9―12．1―12．0―12．5―13．1―14．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．3―50．2―1：02．3―1：14．3―1：26．8―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ブルーカルセドニー �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 キングカメハメハ

2018．4．7生 牝5鹿 母 ニシノミーチャン 母母 ニシノプロミネンス 12戦2勝 賞金 39，500，000円
地方デビュー 2020．5．6 門別

〔制裁〕 ブルーカルセドニー号の騎手M．デムーロは，4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・16
番）
ブルーカルセドニー号の騎手M．デムーロは，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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アトラクティーボ号・キングスバーンズ号・クアトロマジコ号・シンヨモギネス号・スピードソルジャー号・

パワーブローキング号・パーティーベル号・ロジカルガール号
※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。

00008 1月5日 晴 良 （5中山1） 第1日 第8競走 1，200�4歳以上2勝クラス
発走13時50分 （ダート・右）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

611 スズカコテキタイ 牡4鹿 58 T．バシュロ永井 啓弍氏 奥村 武 新ひだか グランド牧場 B502＋ 21：11．1 3．0�
（仏）

59 スマートラプター 牡4黒鹿58 武 豊大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 514± 01：11．31� 4．1�
47 ミ ロ ワ ー ル 牝4鹿 56 横山 武史合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 438＋ 41：11．4クビ 4．3�
35 ブルースコード 牡5黒鹿 58

56 △小林 凌大 �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 B490＋ 61：11．72 32．7�

815� サウスジェラート 牝5鹿 56 三浦 皇成�谷岡牧場 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 488＋ 21：11．8クビ 7．7�
34 � ペガサスターボ 牡6鹿 58

56 △原 優介坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 千明牧場 532＋221：11．91 43．1	
23 � ポピュラーソング 牝6黒鹿56 丸山 元気酒井 孝敏氏 土田 稔 日高 中館牧場 452＋ 21：12．0クビ 224．3

46 テイルウインド 牡5青鹿58 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 日高 門別 敏朗 494－10 〃 クビ 142．5�
58 ダイシンウィット 牡6栗 58 大野 拓弥大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B502－10 〃 ハナ 57．0�
814 マリーアミノル 牝5栗 56

54 △小林 脩斗吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 420－ 21：12．1� 37．8
22 コ ル ニ リ ア 牡6鹿 58 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム B458－ 21：12．2クビ 91．6�
610 フォックススリープ �5鹿 58 内田 博幸石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B470± 01：12．41 10．9�
712� パクスジャポニカ 牡5鹿 58 黛 弘人田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 谷岡スタット 490＋ 2 〃 アタマ 314．2�
713 ウ メ タ ロ ウ 牡8黒鹿58 丸田 恭介�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B518＋ 4 〃 クビ 33．6�
11 セイウンシデン 牡4黒鹿 58

57 ☆永野 猛蔵西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 ガーベラパー
クスタツド 518＋ 21：12．6� 11．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 55，856，600円 複勝： 74，184，900円 枠連： 19，825，000円
馬連： 100，261，200円 馬単： 39，758，000円 ワイド： 99，247，400円
3連複： 148，065，500円 3連単： 156，766，300円 計： 693，964，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 150円 � 170円 枠 連（5－6） 490円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 300円 �� 380円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 3，880円

票 数

単勝票数 計 558566 的中 � 144161（1番人気）
複勝票数 計 741849 的中 � 154989（1番人気）� 121814（2番人気）� 102422（3番人気）
枠連票数 計 198250 的中 （5－6） 30867（1番人気）
馬連票数 計1002612 的中 �� 122373（1番人気）
馬単票数 計 397580 的中 �� 24162（1番人気）
ワイド票数 計 992474 的中 �� 87170（1番人気）�� 64928（2番人気）�� 61858（3番人気）
3連複票数 計1480655 的中 ��� 106475（1番人気）
3連単票数 計1567663 的中 ��� 29282（1番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．3―12．1―11．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．6―45．7―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカコテキタイ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2021．9．11 中山6着

2019．3．10生 牡4鹿 母 コ テ キ タ イ 母母 チアリーダー 13戦3勝 賞金 30，800，000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。



00009 1月5日 晴 良 （5中山1） 第1日 第9競走 ��
��1，800�

しょうふく

招福ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳57�5歳以上58�，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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

79 ウィルソンテソーロ 牡4鹿 57 戸崎 圭太了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 日高 リョーケンファー

ム株式会社 494＋ 81：52．3 1．5�
811 ベストリーガード 牡4黒鹿57 津村 明秀石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 480＋ 21：52．61� 5．2�
33 ト ラ モ ン ト 	6栗 58 北村 宏司 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 512＋ 61：52．71 13．2�
44 オンザライン 牡5青鹿58 横山 武史久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 458＋ 21：52．8
 8．4�
812 ダノンブレット 牡5栗 58 T．バシュロ�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B516＋101：53．43
 9．3	

（仏）

56 カフェスペランツァ 牡6鹿 58 吉田 豊西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 514＋ 21：53．61� 257．7

68 ヴィジョンオブラヴ 牡8青鹿58 丸田 恭介大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 506＋101：53．81� 139．3�
55 ペイシャクェーサー 牝5鹿 56 丹内 祐次北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 478± 01：53．9クビ 290．8�
22 タヒチアンダンス 牝4栗 55 M．デムーロ吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 アタマ 14．5
67 スズカデレヤ 牡6青鹿58 武 豊永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 528＋ 4 〃 ハナ 43．6�
710 フィストバンプ 牡7青鹿58 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 494＋ 81：54．64 122．5�
11 タイセイスラッガー 牡5鹿 58 松岡 正海田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム B544＋ 4 〃 アタマ 68．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 75，367，700円 複勝： 120，851，700円 枠連： 20，177，900円
馬連： 107，319，000円 馬単： 58，577，500円 ワイド： 99，940，400円
3連複： 166，724，600円 3連単： 284，527，000円 計： 933，485，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 190円 枠 連（7－8） 290円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 260円 �� 350円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 3，230円

票 数

単勝票数 計 753677 的中 � 379481（1番人気）
複勝票数 計1208517 的中 � 609833（1番人気）� 127046（3番人気）� 86507（5番人気）
枠連票数 計 201779 的中 （7－8） 53099（1番人気）
馬連票数 計1073190 的中 �� 172645（1番人気）
馬単票数 計 585775 的中 �� 65761（2番人気）
ワイド票数 計 999404 的中 �� 108086（2番人気）�� 73101（4番人気）�� 42119（7番人気）
3連複票数 計1667246 的中 ��� 120425（2番人気）
3連単票数 計2845270 的中 ��� 63848（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．3―50．0―1：02．3―1：14．5―1：26．9―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウィルソンテソーロ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Uncle Mo デビュー 2021．8．28 新潟6着

2019．2．25生 牡4鹿 母 チェストケローズ 母母 Deputy’s Delight 7戦4勝 賞金 42，680，000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。

00010 1月5日 晴 良 （5中山1） 第1日 第10競走 ��
��1，600�ジュニアカップ（Ｌ）

発走15時00分 （芝・右・外）
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1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

813 クルゼイロドスル 牡3栗 56 M．デムーロゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474＋ 61：33．7 3．5�

711 ニシノライコウ 牡3黒鹿56 永野 猛蔵西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中山 高鹿康 484± 01：34．44 13．1�
22 フルメタルボディー 牡3栗 56 北村 宏司 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 500－ 4 〃 ハナ 13．9�
44 トーセントラム 牡3鹿 56 田中 勝春島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 434＋ 61：34．71	 111．4�
11 フィンガークリック 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 504＋ 61：34．8
 27．9	
710 ノッキングポイント 牡3栗 56 横山 武史 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：34．9クビ 2．1

57 オメガリッチマン 牡3鹿 56 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B444＋101：35．22 20．9�
56 マイネルフォルツァ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 498＋ 41：35．3アタマ 107．7

45 ドンデンガエシ 牡3鹿 56 大野 拓弥�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：35．4	 6．8�
68 グローリーカフェ 牝3黒鹿54 田辺 裕信西川 光一氏 中舘 英二 浦河 三嶋牧場 446＋ 41：35．61� 81．1�
33 アスクメークシェア 牡3鹿 56 戸崎 圭太廣崎 利洋氏 藤原 英昭 平取 株式会社

ASK STUD 494＋14 〃 クビ 28．9�
812 サトノヴィレ 牡3黒鹿56 武 豊里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 498＋101：35．7
 19．9�
69  ナイトオブバンド 牡3黒鹿57 T．バシュロ程田 真司氏 米谷 康秀 新ひだか 松本牧場 506＋ 31：35．8クビ 71．2�

（船橋） （仏）

（13頭）

売 得 金
単勝： 101，041，800円 複勝： 99，151，200円 枠連： 31，614，700円
馬連： 167，429，800円 馬単： 78，074，100円 ワイド： 147，640，000円
3連複： 253，257，500円 3連単： 353，031，000円 計： 1，231，240，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 310円 � 350円 枠 連（7－8） 270円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 720円 �� 710円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 6，240円 3 連 単 ��� 25，690円

票 数

単勝票数 計1010418 的中 � 226163（2番人気）
複勝票数 計 991512 的中 � 198566（2番人気）� 75073（4番人気）� 63274（5番人気）
枠連票数 計 316147 的中 （7－8） 89901（1番人気）
馬連票数 計1674298 的中 �� 73670（5番人気）
馬単票数 計 780741 的中 �� 18954（9番人気）
ワイド票数 計1476400 的中 �� 57182（6番人気）�� 58184（5番人気）�� 20699（21番人気）
3連複票数 計2532575 的中 ��� 30434（18番人気）
3連単票数 計3530310 的中 ��� 9960（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．0―46．3―58．1―1：10．0―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

クルゼイロドスル �
�
父 ファインニードル �

�
母父 アルカセット デビュー 2022．7．30 新潟2着

2020．5．8生 牡3栗 母 ス タ リ ア 母母 ダイアゴネル 4戦2勝 賞金 32，115，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 フルメタルボディー号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。

ドンデンガエシ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 ナイトオブバンド号の騎手T．バシュロは，2コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・12番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フルメタルボディー号は，令和5年1月6日から令和5年1月26日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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。

２レース目



00011 1月5日 晴 良 （5中山1） 第1日 第11競走 ��
��2，000�第72回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上，R4．1．5以降R4．12．28まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 623，000円 178，000円 89，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

23 ラ ー グ ル フ 牡4黒鹿56 戸崎 圭太村木 隆氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 500＋ 82：00．2 4．5�
12 クリノプレミアム 牝6栗 55 M．デムーロ栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 484± 0 〃 ハナ 13．7�
35 フェーングロッテン 牡4鹿 56 松若 風馬 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム B480＋ 8 〃 アタマ 4．6�
47 ア ラ タ 牡6鹿 57 横山 武史村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 484＋24 〃 クビ 10．4�
11 マテンロウレオ 牡4黒鹿57．5 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 478＋ 22：00．3クビ 6．0�
815 レッドランメルト 牡4鹿 55 北村 宏司 	東京ホースレーシング 国枝 栄 白老 社台牧場 510± 02：00．51 8．3

48 カレンルシェルブル 牡5鹿 56 斎藤 新鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 508－ 4 〃 ハナ 10．5�
713 フォワードアゲン �6黒鹿54 江田 照男浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 436± 0 〃 クビ 147．0�
611 ラ ー ゴ ム 牡5栗 58 T．バシュロ林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 528－ 1 〃 アタマ 18．8

（仏）

817 エヴァーガーデン 牝6黒鹿53 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 496＋ 62：00．92 74．1�
36 スカーフェイス 牡7鹿 56 石橋 脩伊藤 佳幸氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 462＋ 8 〃 クビ 63．6�
24 レインカルナティオ 牡6鹿 55 石川裕紀人 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 506＋ 6 〃 アタマ 23．6�
59 ヒュミドール �7鹿 56 田辺 裕信�サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 464＋ 22：01．21� 138．3�
612 ウインキートス 牝6黒鹿55 松岡 正海	ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 82：01．3� 14．8�
510 コスモカレンドゥラ 牡7栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム B474＋ 42：01．4� 99．5�
714 ワンダフルタウン 牡5鹿 58 津村 明秀三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 482＋ 82：01．6� 38．9�
816 ゴールドスミス �9黒鹿57 大野 拓弥ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 534＋ 62：01．81	 40．5�
（17頭）

売 得 金
単勝： 310，445，300円 複勝： 404，003，200円 枠連： 227，448，100円
馬連： 1，041，277，300円 馬単： 317，054，000円 ワイド： 941，748，400円
3連複： 2，266，448，400円 3連単： 2，219，764，300円 計： 7，728，189，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 360円 � 180円 枠 連（1－2） 910円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 6，320円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 580円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 8，170円 3 連 単 ��� 44，340円

票 数

単勝票数 計3104453 的中 � 550734（1番人気）
複勝票数 計4040032 的中 � 655563（1番人気）� 233338（8番人気）� 642568（2番人気）
枠連票数 計2274481 的中 （1－2） 192303（1番人気）
馬連票数 計10412773 的中 �� 218298（13番人気）
馬単票数 計3170540 的中 �� 37571（23番人気）
ワイド票数 計9417484 的中 �� 197073（12番人気）�� 459797（1番人気）�� 174511（17番人気）
3連複票数 計22664484 的中 ��� 207823（20番人気）
3連単票数 計22197643 的中 ��� 36288（120番人気）

ハロンタイム 12．8―10．6―12．8―12．1―12．3―11．8―11．9―12．0―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．4―36．2―48．3―1：00．6―1：12．4―1：24．3―1：36．3―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ー グ ル フ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2021．7．25 新潟9着

2019．2．25生 牡4黒鹿 母 アバンドーネ 母母 ロスグラシアレス 10戦5勝 賞金 122，438，000円
〔制裁〕 クリノプレミアム号の騎手M．デムーロは，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50，000円。（被害馬：1番・

4番・7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） 2頭 シャムロックヒル号・プリマヴィスタ号
（非抽選馬） 1頭 サイモンサーマル号
※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。

00012 1月5日 晴 良 （5中山1） 第1日 第12競走 ��
��2，000�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （芝・右）
負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 ローシャムパーク 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 502＋ 82：00．2 1．4�
813 ボーンディスウェイ 牡4黒鹿57 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 494＋ 42：00．41� 8．2�
610 アドマイヤハレー 牡5青鹿58 T．バシュロ近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 478＋ 62：01．03	 11．2�

（仏）

814 マイネルクリソーラ 牡4栗 57 M．デムーロ �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 458± 02：01．1
 5．5�
57 ヴェールランス 牡4鹿 57 横山 武史 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 442－ 62：01．2	 18．2	
34 マイネルステレール 牡7鹿 58 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 22：01．3	 201．5

33 ポッドヴァイン 牡4鹿 57 横山 和生小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 420＋ 82：01．4
 89．1�
22 ヤマニンプレシオサ 牝6黒鹿56 木幡 巧也土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 480± 0 〃 ハナ 162．9�
45 タイセイドリーマー 牡5栗 58 三浦 皇成田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 512＋ 62：01．61� 57．3
712 ノーダブルディップ 牡5鹿 58 津村 明秀丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 544＋ 62：01．7クビ 42．3�
711 ウインチェレステ 牡5鹿 58 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム B504－ 82：01．8	 58．7�
58 パトリックハンサム 牡4青鹿57 勝浦 正樹宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 472＋102：02．54 59．8�
69 � パワータイショウ 牡4鹿 57

56 ☆永野 猛蔵西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 498－ 22：02．61 291．7�
46 スラップショット �5鹿 58 大野 拓弥�ノースヒルズ 大竹 正博 新ひだか 桜井牧場 498－ 42：03．45 225．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 103，240，100円 複勝： 234，090，600円 枠連： 43，364，300円
馬連： 172，783，700円 馬単： 103，181，900円 ワイド： 172，153，400円
3連複： 298，471，300円 3連単： 567，090，200円 計： 1，694，375，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 170円 � 180円 枠 連（1－8） 190円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 240円 �� 320円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 3，120円

票 数

単勝票数 計1032401 的中 � 578815（1番人気）
複勝票数 計2340906 的中 � 1606571（1番人気）� 137738（3番人気）� 119967（4番人気）
枠連票数 計 433643 的中 （1－8） 168598（1番人気）
馬連票数 計1727837 的中 �� 278372（2番人気）
馬単票数 計1031819 的中 �� 129067（2番人気）
ワイド票数 計1721534 的中 �� 202422（2番人気）�� 140768（3番人気）�� 50239（8番人気）
3連複票数 計2984713 的中 ��� 160343（4番人気）
3連単票数 計5670902 的中 ��� 131751（6番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―12．7―11．7―12．5―12．4―12．2―11．8―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．6―36．3―48．0―1：00．5―1：12．9―1：25．1―1：36．9―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローシャムパーク �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．9．4 新潟2着

2019．2．10生 牡4鹿 母 レネットグルーヴ 母母 イントゥザグルーヴ 6戦3勝 賞金 46，033，000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。

４レース目



（5中山1）第1日 1月5日（木曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

293，430，000円
5，620，000円
40，160，000円
1，740，000円
38，020，000円
82，345，000円
5，129，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
949，280，200円
1，373，861，900円
449，008，100円
2，076，857，500円
812，941，300円
1，973，992，900円
3，944，248，500円
4，466，434，100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
計 16，046，624，500円

総入場人員 12，054名 （有料入場人員 11，419名）
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