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00013 1月7日 曇 良 （5中山1） 第2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

36 リネンマリン 牝3黒鹿54 内田 博幸戸山 光男氏 深山 雅史 浦河 杵臼牧場 488＋ 81：12．4 1．8�
12 スティルディマーレ 牡3鹿 56 横山 武史 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B528＋ 61：12．82� 3．5�
815 ベルウッドタイガー 牡3黒鹿56 M．デムーロ鈴木 照雄氏 和田 雄二 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 438＋ 6 〃 クビ 7．7�
24 シティウォリアー 牝3栗 54 杉原 誠人�髙昭牧場 稲垣 幸雄 浦河 高昭牧場 454＋101：13．75 79．9�
713 ピーチコーラル 牝3黒鹿 54

51 ▲佐々木大輔�前田ファーム 辻 哲英 新ひだか 前田ファーム 408－ 41：13．91 267．4	
48 シンデレラスマイル 牝3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 432＋ 41：14．0� 10．3

23 シェイクオンイット 牡3栗 56 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B484＋ 81：14．31� 252．8�
47 モノノフイエロー 牡3鹿 56 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± 01：14．51� 29．0�
611 テリオスノア 牝3黒鹿54 三浦 皇成鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 土田 和男 458－ 6 〃 ハナ 31．4
816 オスカーレイ 牝3芦 54

52 △山田 敬士森 保彦氏 小桧山 悟 様似 清水 誠一 406＋ 61：14．6� 503．5�
714 ジャッカルズサン 牡3黒鹿 56

55 ☆秋山 稔樹木部 厳生氏 浅野洋一郎 日高 木部ファーム 426＋ 61：14．7� 427．0�
11 ライヴケチャップ 牝3黒鹿 54

53 ☆永野 猛蔵澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 500＋ 81：15．23 26．7�
612 デルマツキオトシ 牡3鹿 56 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 いとう牧場 460＋ 4 〃 クビ 383．9�
35 グランフォーブル 牡3黒鹿56 丸山 元気飯田 訓大氏 土田 稔 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 B464－ 61：16．47 20．0�
59 トムワールド 牡3鹿 56

54 △小林 凌大柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 450－ 21：17．14 564．2�
510 リュバンスリーズ 牝3黒鹿 54

52 △原 優介小野寺悠太氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 418＋ 41：17．73� 116．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，921，200円 複勝： 88，883，900円 枠連： 19，002，700円
馬連： 84，962，600円 馬単： 41，749，900円 ワイド： 87，458，700円
3連複： 150，203，300円 3連単： 177，045，300円 計： 700，227，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（1－3） 290円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 190円 �� 220円 �� 400円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 1，760円

票 数

単勝票数 計 509212 的中 � 223352（1番人気）
複勝票数 計 888839 的中 � 443087（1番人気）� 123942（2番人気）� 102858（3番人気）
枠連票数 計 190027 的中 （1－3） 50524（1番人気）
馬連票数 計 849626 的中 �� 215812（1番人気）
馬単票数 計 417499 的中 �� 51185（1番人気）
ワイド票数 計 874587 的中 �� 127484（1番人気）�� 105683（2番人気）�� 47504（4番人気）
3連複票数 計1502033 的中 ��� 186421（1番人気）
3連単票数 計1770453 的中 ��� 72583（1番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．4―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―46．6―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リネンマリン �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．11．19 東京3着

2020．4．15生 牝3黒鹿 母 イケジュンペガサス 母母 マ イ ク ロ ス 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 ベルウッドタイガー号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕トムワールド号・リュバンスリーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月7日

まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビヴァアカプルコ号
（非抽選馬） 1頭 キャッチザロマンス号

00014 1月7日 晴 良 （5中山1） 第2日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

牝；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

24 エスシービビ 牝3鹿 54 横山 武史工藤 圭司氏 加藤士津八 浦河 高松牧場 458－141：56．3 6．5�
713 レジュークレール 牝3鹿 54

52 △原 優介山下 貴氏 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 442－ 41：56．83 3．9�
48 ジュタドール 牝3鹿 54 木幡 巧也諸岡 慶氏 牧 光二 日高 北田 剛 478＋ 41：57．11� 5．9�
11 テンホワイトラブ 牝3芦 54 田辺 裕信天白 泰司氏 小西 一男 新ひだか 片岡 博 506＋ 21：57．31 2．2�
816 ジューンリリー 牝3鹿 54 松岡 正海手嶋 美季氏 堀内 岳志 新ひだか 見上牧場 450－ 61：57．51� 27．0�
23 ヒラリーステップ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 上山牧場 B462－ 21：57．71� 92．3	
36 カヤドーブラック 牝3黒鹿 54

53 ☆永野 猛蔵黒澤 尚氏 黒岩 陽一 新冠 浜口牧場 464＋ 61：58．23 239．6

47 アルマドゥーラ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 奥山牧場 454± 01：58．52 167．3�
612 カナデルアイ 牝3鹿 54 武藤 雅佐山 元章氏 水野 貴広 浦河 梅田牧場 464＋ 41：58．6� 51．9�
611 デオヴォレンティ 牝3青 54 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 454± 0 〃 クビ 311．6
12 クレアチョウサン 牝3栗 54 石川裕紀人�チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 476＋121：58．8� 206．9�
714 メ グ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹木村 廣太氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 488－ 2 〃 ハナ 224．0�
815 セントマーガレット 牝3黒鹿54 丸山 元気 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 462± 01：59．43� 8．9�
59 サイモンカリン 牝3芦 54 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 448＋ 61：59．61� 346．7�
35 ケ レ ン シ ア 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 村田 一誠 浦河 ミルファーム B466＋202：00．02� 121．7�
510 フレンドリーサン 牝3黒鹿 54

52 △横山 琉人増山 武志氏 大和田 成 新冠 長浜牧場 450＋ 6 〃 クビ 96．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，213，400円 複勝： 50，262，300円 枠連： 13，282，300円
馬連： 63，559，400円 馬単： 30，935，800円 ワイド： 60，910，000円
3連複： 100，790，800円 3連単： 120，841，800円 計： 484，795，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 200円 � 140円 � 150円 枠 連（2－7） 1，370円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 520円 �� 640円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 12，250円

票 数

単勝票数 計 442134 的中 � 53755（4番人気）
複勝票数 計 502623 的中 � 55446（4番人気）� 107292（2番人気）� 88046（3番人気）
枠連票数 計 132823 的中 （2－7） 7494（7番人気）
馬連票数 計 635594 的中 �� 33905（6番人気）
馬単票数 計 309358 的中 �� 7707（14番人気）
ワイド票数 計 609100 的中 �� 28670（6番人気）�� 22765（9番人気）�� 60313（2番人気）
3連複票数 計1007908 的中 ��� 36599（7番人気）
3連単票数 計1208418 的中 ��� 7151（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．8―51．1―1：04．0―1：16．7―1：29．6―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

エスシービビ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2022．10．16 東京6着

2020．4．29生 牝3鹿 母 リアライズキボンヌ 母母 ジョウノボレロ 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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アークシップ号・エブアンドフロウ号・キタノマルティス号・スマイルマーク号・リヨン号・ワクワクルンルン号

第１回 中山競馬 第２日



00015 1月7日 晴 良 （5中山1） 第2日 第3競走 ��1，200�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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

24 � ハードワイヤード 牡3鹿 56 B．ムルザバエフゴドルフィン 加藤 征弘 米 Godolphin 510 ―1：12．8 3．8�
（独）

36 ニットウバジル 牡3鹿 56
54 △横山 琉人�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 510 ―1：13．12 33．5�

713 カサブランカキッド 牡3栗 56 横山 武史山本 雅道氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 518 ―1：13．62� 4．7�
23 ジェイエルトランス 牝3鹿 54

52 △小林 凌大橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 408 ― 〃 ハナ 49．5�
510 パ ネ ー ス 牡3黒鹿56 木幡 巧也天堀 忠博氏 牧 光二 新冠 タニグチ牧場 458 ―1：14．34 12．2�
611 マ ロ ン ド レ 牡3栗 56 菅原 明良伊藤 功一氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 456 ― 〃 ハナ 33．3	
816 テ マ リ 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子武田 浩典氏 深山 雅史 浦河 辻 牧場 412 ―1：14．4クビ 38．9

59 カツノトクシン 牡3黒鹿56 江田 照男聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 430 ―1：14．61� 32．2�
35 オ ス マ ン 牡3栗 56

55 ☆永野 猛蔵小原準一郎氏 加藤 和宏 新ひだか 静内フアーム 488 ―1：14．7� 90．5�
47 エイジアンスター 牡3栗 56 田辺 裕信藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 520 ― 〃 クビ 2．8
714 モイスチャー 牡3黒鹿 56

53 ▲水沼 元輝�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 504 ―1：15．23 236．3�
48 サンライズアップ 牡3鹿 56 原田 和真本杉 芳郎氏 堀内 岳志 新冠 川上牧場 440 ―1：15．41� 272．8�
12 クラウンエンペラー 牡3青鹿 56

54 △小林 脩斗矢野 恭裕氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 430 ―1：15．82� 27．1�
612 ロ ッ シ ー ニ 牝3芦 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 松浦牧場 462 ―1：15．9� 64．0�
11 エイシンデネボラ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹�栄進堂 勢司 和浩 浦河 栄進牧場 526 ―1：16．53� 93．0�
815 メイショウイセ 牡3黒鹿56 石川裕紀人松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 444 ―1：16．81� 7．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，029，200円 複勝： 49，357，800円 枠連： 14，292，600円
馬連： 65，606，200円 馬単： 28，400，100円 ワイド： 64，102，700円
3連複： 99，593，700円 3連単： 100，893，400円 計： 466，275，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 560円 � 170円 枠 連（2－3） 3，380円

馬 連 �� 6，810円 馬 単 �� 9，270円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 350円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 7，780円 3 連 単 ��� 55，620円

票 数

単勝票数 計 440292 的中 � 92441（2番人気）
複勝票数 計 493578 的中 � 89051（2番人気）� 16710（7番人気）� 82071（3番人気）
枠連票数 計 142926 的中 （2－3） 3271（14番人気）
馬連票数 計 656062 的中 �� 7465（21番人気）
馬単票数 計 284001 的中 �� 2297（27番人気）
ワイド票数 計 641027 的中 �� 8962（15番人気）�� 52624（2番人気）�� 8695（19番人気）
3連複票数 計 995937 的中 ��� 9590（24番人気）
3連単票数 計1008934 的中 ��� 1315（159番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．7―12．5―12．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．8―47．3―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．0
3 4，12（3，15）（11，13）（5，6，16，10）－7－（8，9）14，2，1 4 4－3－（11，12，13，10）（5，6）－（16，15）7，9，8（2，1，14）

勝馬の
紹 介

�ハードワイヤード �
�
父 Hard Spun �

�
母父 Pioneerof the Nile 初出走

2020．2．1生 牡3鹿 母 Season Maker 母母 Season’s Greetings 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 マロンドレ号の騎手菅原明良は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ギャロップオー号・ビッグゲイン号・ブルーゴールド号・ベアコンコルド号
※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。

00016 1月7日 晴 良 （5中山1） 第2日 第4競走 2，400�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
2：28．8
2：28．6

重
不良

79 スリーエクスプレス 牡4鹿 57
56 ☆永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492＋ 62：36．9 2．0�

67 � フクノエヴリー 牡4黒鹿57 松岡 正海福島 祐子氏 堀内 岳志 日高 株式会社
ケイズ B520－ 82：37．32� 3．8�

44 サトノバトラー �5鹿 58 石川裕紀人里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 508＋ 62：37．94 41．4�
22 カイザーレオン 牡4鹿 57 B．ムルザバエフ �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 478＋ 4 〃 ハナ 5．0�

（独）

810� ヴ ラ デ ィ ア 牡4青 57 丸山 元気小泉 修氏 小西 一男 登別 登別上水牧場 484＋ 42：38．32 69．9�
33 � コパノオースティン �4黒鹿 57

55 △横山 琉人小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 B506＋ 22：39．36 246．5	
55 � ロードレアル 牡4青鹿57 T．バシュロ �ロードホースクラブ 堀内 岳志 新ひだか ケイアイファーム B464＋ 22：39．4� 14．9


（仏）

78 キアヌマウナ 牝5鹿 56 黛 弘人�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム B498＋202：39．82� 114．5�
11 パワーエンブレム 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 中川 公成 新ひだか 増本牧場 B506＋ 42：40．01 43．8
811 エコロエース 牡4芦 57 丹内 祐次原村 正紀氏 矢野 英一 浦河 日進牧場 510± 02：40．85 16．3�
66 タイキマクスウェル 牡4黒鹿57 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 B514＋ 42：41．86 9．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 50，302，500円 複勝： 61，555，600円 枠連： 11，920，200円
馬連： 63，475，600円 馬単： 34，719，700円 ワイド： 66，367，500円
3連複： 112，406，100円 3連単： 150，544，000円 計： 551，291，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 490円 枠 連（6－7） 290円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 190円 �� 910円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 8，610円

票 数

単勝票数 計 503025 的中 � 194386（1番人気）
複勝票数 計 615556 的中 � 240049（1番人気）� 99440（2番人気）� 16812（8番人気）
枠連票数 計 119202 的中 （6－7） 30983（1番人気）
馬連票数 計 634756 的中 �� 132664（1番人気）
馬単票数 計 347197 的中 �� 41636（1番人気）
ワイド票数 計 663675 的中 �� 114627（1番人気）�� 16233（12番人気）�� 8469（19番人気）
3連複票数 計1124061 的中 ��� 27458（8番人気）
3連単票数 計1505440 的中 ��� 12665（27番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．1―13．8―12．8―13．8―13．6―12．6―12．7―13．0―12．9―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．4―37．5―51．3―1：04．1―1：17．9―1：31．5―1：44．1―1：56．8―2：09．8―2：22．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スリーエクスプレス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．9．11 中山2着

2019．4．25生 牡4鹿 母 デ ラ モ ー レ 母母 ベラミアモーレ 14戦2勝 賞金 32，411，000円
〔発走状況〕 スリーエクスプレス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 スリーエクスプレス号の騎手永野猛蔵は，2周目向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・1番）

ヴラディア号の騎手丸山元気は，2周目4コーナーでの御法（鞭の使用）について戒告。
フクノエヴリー号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

※キアヌマウナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



00017 1月7日 晴 良 （5中山1） 第2日 第5競走 1，600�3歳新馬
発走12時15分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

23 シルバージュエリー 牝3黒鹿54 杉原 誠人�G1レーシング 加藤士津八 平取 坂東牧場 452 ―1：35．5 7．1�
11 リーリオブランコ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �スマイルファーム 清水 英克 日高 スマイルファーム 430 ―1：36．03� 24．7�
816 ウインレイアー 牝3黒鹿54 津村 明秀�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 450 ―1：36．21 10．4�
611 アシャカタカ 牡3黒鹿56 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 門別山際牧場 472 ―1：36．31 3．2�
24 ク ー ラ ン ト 牝3栗 54 勝浦 正樹市瀬 章氏 西田雄一郎 新ひだか 木下牧場 418 ―1：36．61� 64．0�
36 ノーサンブリア 牝3黒鹿54 石橋 脩 	シルクレーシング 稲垣 幸雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422 ―1：36．81 26．8

612 ゼファーラーテル 牡3鹿 56 北村 宏司吉井 盛治氏 高柳 瑞樹 むかわ 上水牧場 448 ―1：37．12 45．7�
35 ラ ブ ウ ェ イ 牝3黒鹿54 柴田 大知増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 アラキフアーム 434 ―1：37．2クビ 58．1�
47 ボールズピラミッド 牡3黒鹿56 三浦 皇成窪田 芳郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466 ―1：37．3� 4．0
713 サラアデール 牝3鹿 54 田辺 裕信玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 462 ― 〃 ハナ 4．8�
815 コロラドテソーロ 牝3鹿 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 勢司 和浩 日高 リョーケンファー
ム株式会社 452 ―1：37．4クビ 84．7�

59 エルフィンドール 牝3栗 54 的場 勇人 	静内白井牧場 的場 均 浦河 高松牧場 456 ―1：37．51 52．0�
714 リンポポヴァリー 牝3栗 54 武藤 雅ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 424 ―1：39．09 140．8�
48 ヒマワリムスメ 牝3鹿 54 松岡 正海前田 亘輝氏 堀内 岳志 新ひだか サカイファーム 418 ―1：39．21� 74．7�
510 オータムエッジ 牡3栗 56 原田 和真�レッドマジック金成 貴史 新ひだか 元茂 修一 468 ―1：39．73 57．0�
12 デザイアーフェーム 牡3黒鹿56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新ひだか 土田ファーム 500 ―1：40．01� 17．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，914，700円 複勝： 55，146，400円 枠連： 17，261，000円
馬連： 71，237，700円 馬単： 30，892，900円 ワイド： 74，328，600円
3連複： 109，405，900円 3連単： 109，942，100円 計： 517，129，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 270円 � 540円 � 330円 枠 連（1－2） 2，040円

馬 連 �� 6，670円 馬 単 �� 12，230円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 840円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 15，780円 3 連 単 ��� 83，200円

票 数

単勝票数 計 489147 的中 � 54518（4番人気）
複勝票数 計 551464 的中 � 56996（4番人気）� 24530（7番人気）� 43928（5番人気）
枠連票数 計 172610 的中 （1－2） 6533（13番人気）
馬連票数 計 712377 的中 �� 8271（20番人気）
馬単票数 計 308929 的中 �� 1893（35番人気）
ワイド票数 計 743286 的中 �� 11750（18番人気）�� 23681（8番人気）�� 6751（26番人気）
3連複票数 計1094059 的中 ��� 5199（41番人気）
3連単票数 計1099421 的中 ��� 958（234番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．2―12．0―12．2―12．2―11．5―11．9

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

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

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

勝馬の
紹 介

シルバージュエリー �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ディープスカイ 初出走

2020．4．8生 牝3黒鹿 母 ビジュートウショウ 母母 スイープトウショウ 1戦1勝 賞金 6，200，000円
※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 アンチフラジャイル号・イーヴンキール号・エイシンエマーユ号・エレガントヒロイン号・オブリクア号・

カラードレス号・ジンフィンドール号・ダイシンヤマト号・タイセイキューティ号・ダールフルート号・
テイエムクリッパー号・トーセンジャネット号・ニシノリーデル号・ビービーラドン号・ムティアラ号・
ライブリームーラン号・ラトレイア号・リョウライライ号・ルージュセイレーン号・レアリーゼ号・ロードイモータル号

00018 1月7日 晴 良 （5中山1） 第2日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

12 モルトヴェローチェ 牡3栗 56 大野 拓弥 DMMドリームクラブ� 大竹 正博 新ひだか 中田 英樹 452－ 62：01．2 4．6�
35 ヤングローゼス �3青鹿56 T．バシュロ藤田 晋氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502＋ 62：01．62� 6．9�

（仏）

23 ヴァンナチュール 牡3鹿 56 津村 明秀德永 雅樹氏 林 徹 新冠 上井農場 460＋ 82：01．81� 7．0�
47 シルバーニース 牝3黒鹿54 横山 武史亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 446－ 42：02．01 4．7�
11 ハイファイヴ 牡3鹿 56 松岡 正海吉田 安惠氏 堀内 岳志 安平 追分ファーム 502＋14 〃 ハナ 50．5�
611 ペ リ プ ル ス 牡3芦 56 柴田 大知 	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 438－ 22：02．53 143．0

815 グリーングラシア 牡3鹿 56 木幡 巧也矢野 恭裕氏 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 490± 0 〃 クビ 55．1�
36 トーセンダリア 牝3鹿 54 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 440± 0 〃 ハナ 19．6
816 モリーダーリン 牝3鹿 54 菅原 明良�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 B484－ 22：02．81� 4．2�
612 コスモオピニオン 牡3鹿 56 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 484＋ 2 〃 アタマ 18．8�
817 フィールザクラウン 牡3青鹿 56

55 ☆永野 猛蔵櫻井 正氏 伊藤 大士 むかわ 平岡牧場 432＋ 62：02．9クビ 186．0�
48 シンキングサベージ 牡3鹿 56 三浦 皇成佐藤 雄司氏 鹿戸 雄一 新冠 浜口牧場 502－ 22：03．0� 11．0�
510 スマートローラ 牝3鹿 54 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 静内山田牧場 416－ 6 〃 クビ 531．0�
59 フェアリーパイン 牝3鹿 54 野中悠太郎飯島 利彦氏 新開 幸一 登別 ユートピア牧場 452－ 82：03．1� 508．4�
713 ア リ ー チ ェ 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 432－ 62：03．41� 238．2�
714 メイショウカガ 牡3青鹿56 石橋 脩松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 480－ 22：04．03� 19．8�
24 ヒーステソーロ 牡3鹿 56

54 △原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 西田雄一郎 日高 日高大洋牧場 496＋122：04．32 392．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 59，611，700円 複勝： 88，754，200円 枠連： 20，171，200円
馬連： 95，782，100円 馬単： 35，157，500円 ワイド： 102，572，900円
3連複： 152，123，900円 3連単： 140，443，900円 計： 694，617，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 300円 � 220円 枠 連（1－3） 1，780円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 630円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 23，960円

票 数

単勝票数 計 596117 的中 � 101856（2番人気）
複勝票数 計 887542 的中 � 137878（3番人気）� 69317（6番人気）� 106388（4番人気）
枠連票数 計 201712 的中 （1－3） 8771（9番人気）
馬連票数 計 957821 的中 �� 29489（11番人気）
馬単票数 計 351575 的中 �� 5462（19番人気）
ワイド票数 計1025729 的中 �� 23687（15番人気）�� 43580（4番人気）�� 18529（20番人気）
3連複票数 計1521239 的中 ��� 23807（14番人気）
3連単票数 計1404439 的中 ��� 4248（69番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．8―12．0―13．0―12．2―12．2―11．9―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―36．0―48．0―1：01．0―1：13．2―1：25．4―1：37．3―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モルトヴェローチェ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．11．5 東京2着

2020．4．16生 牡3栗 母 モルトフェリーチェ 母母 レンドフェリーチェ 2戦1勝 賞金 8，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アマイ号・ドゥライト号
※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。



00019 1月7日 晴 良 （5中山1） 第2日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）

負担重量は，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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

612 カ イ タ ロ ー 牡4青鹿58 田辺 裕信本田 恒雄氏 和田 雄二 新ひだか 嶋田牧場 478＋161：11．5 7．6�
59 トーアスカーレット 牝4栗 56 菊沢 一樹高山ランド� 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 480＋ 21：11．71� 12．1�
23 パイツィーレン 牝4鹿 56 横山 武史ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 452＋101：11．8� 22．2�
35 � キャプテンローレル 牡4栗 58 三浦 皇成 �ローレルレーシング 田村 康仁 新冠 アラキフアーム 476－131：11．9クビ 59．5�
611	 ヴァンデリオン 牡6栗 58 M．デムーロ �サザンホールディング 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO B496－ 2 〃 クビ 4．6�
48 ニシノリース 牝5黒鹿56 丸山 元気西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 440± 01：12．0� 16．3	
714� ジェネラルウィル 牝4栗 56 T．バシュロ 
キャロットファーム 嘉藤 貴行 安平 ノーザンファーム 474－ 41：12．1クビ 9．3�

（仏）

12 リオンラファール 
4鹿 58
56 △小林 凌大 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 村上牧場 530± 0 〃 クビ 7．4�
47 ア ニ ー ジ ョ 牡4栗 58 柴田 大知 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 524± 01：12．2� 15．3
36 � トランペットシェル 
6芦 58

55 ▲佐々木大輔谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 500＋ 81：12．94 16．4�
11 ケイティマジック 牡4鹿 58 丹内 祐次瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 フクオカファーム 492＋10 〃 クビ 65．9�
510� マスケティアーズ 牡5黒鹿 58

56 △山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 476＋141：13．1� 504．2�
24 スクリーンショット 牝4栗 56 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 500＋ 61：13．2� 4．3�
815 ハクサンセレーネ 牝4栗 56

54 △小林 脩斗河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 438＋ 41：13．94 108．3�
713� サクラトップメジャ 牝5栗 56

54 △横山 琉人�トップフェロウ武市 康男 新ひだか タイヘイ牧場 434－ 61：14．0� 231．4�
816 トランザクト 牡5鹿 58 内田 博幸�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 B530＋24 〃 クビ 13．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，221，200円 複勝： 87，335，100円 枠連： 23，549，100円
馬連： 105，396，500円 馬単： 37，180，900円 ワイド： 112，625，500円
3連複： 182，168，500円 3連単： 156，537，800円 計： 761，014，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 280円 � 440円 � 570円 枠 連（5－6） 2，750円

馬 連 �� 5，860円 馬 単 �� 11，100円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 2，070円 �� 4，400円

3 連 複 ��� 38，920円 3 連 単 ��� 226，970円

票 数

単勝票数 計 562212 的中 � 58991（4番人気）
複勝票数 計 873351 的中 � 89092（4番人気）� 50301（8番人気）� 37771（11番人気）
枠連票数 計 235491 的中 （5－6） 6618（13番人気）
馬連票数 計1053965 的中 �� 13936（27番人気）
馬単票数 計 371809 的中 �� 2512（49番人気）
ワイド票数 計1126255 的中 �� 15232（25番人気）�� 14095（29番人気）�� 6515（56番人気）
3連複票数 計1821685 的中 ��� 3510（144番人気）
3連単票数 計1565378 的中 ��� 500（850番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．5―12．0―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．7―45．7―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ イ タ ロ ー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．7．10 福島12着

2019．2．28生 牡4青鹿 母 パラダイスコーブ 母母 キャッシュインクルーデッド 6戦2勝 賞金 15，270，000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。
（非当選馬） 2頭 コーラルティアラ号・フェスティヴノンノ号
※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。

00020 1月7日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （5中山1） 第2日 第8競走 ��3，200�

なかやましんしゅん

中山新春ジャンプステークス
発走13時50分 （芝・ダート）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
賞 品

本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード3：31．0良・良

811 ダイシンクローバー �7黒鹿61 森 一馬大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 486－ 43：38．4 4．4�
810 ヤマニンマヒア 牡7黒鹿60 石神 深一土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 460＋ 43：38．5クビ 6．5�
79 � ジェミニキング �7鹿 61 難波 剛健三宅 勝俊氏 服部 利之 日高 高山牧場 B476－123：38．71� 3．9�
66 � エ ミ ー リ オ 牡9鹿 60 上野 翔加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 496－ 23：38．91� 76．6�
55 テリオスルイ 牡5鹿 60 中村 将之鈴木美江子氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 472－103：39．11	 5．0�
33 フィードバック �7黒鹿60 草野 太郎 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 492＋ 23：39．31� 14．8	
22 シャンボールナイト �8青鹿60 蓑島 靖典 
グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 478＋ 6 〃 ハナ 38．7�
11 サンティーニ �8栗 61 五十嵐雄祐�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 谷川牧場 502＋123：39．4アタマ 7．5�
67 ア ノ 牡7栗 60 北沢 伸也武田 浩典氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 454± 03：39．61	 26．4
78 ギガバッケン �8鹿 60 伴 啓太 
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 B548＋163：39．81� 7．9�
44 ヤマノグリッターズ 牡5黒鹿60 大庭 和弥澤村 敏雄氏 松山 将樹 浦河 猿橋 義昭 506＋143：41．9大差 54．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，194，000円 複勝： 51，114，800円 枠連： 19，707，200円
馬連： 77，415，900円 馬単： 34，105，800円 ワイド： 62，114，300円
3連複： 135，783，300円 3連単： 163，437，200円 計： 584，872，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 200円 � 170円 枠 連（8－8） 1，340円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 500円 �� 430円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 13，390円

票 数

単勝票数 計 411940 的中 � 73393（2番人気）
複勝票数 計 511148 的中 � 108237（1番人気）� 58641（5番人気）� 72792（3番人気）
枠連票数 計 197072 的中 （8－8） 11320（6番人気）
馬連票数 計 774159 的中 �� 45060（5番人気）
馬単票数 計 341058 的中 �� 9635（9番人気）
ワイド票数 計 621143 的中 �� 32338（5番人気）�� 38288（2番人気）�� 14737（16番人気）
3連複票数 計1357833 的中 ��� 38278（8番人気）
3連単票数 計1634372 的中 ��� 8846（38番人気）
上り 1マイル 1：49．8 4F 52．9－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイシンクローバー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2018．7．29 札幌6着

2016．4．9生 �7黒鹿 母 ヒシディーバ 母母 Hishi Natalie 障害：17戦3勝 賞金 70，035，000円
〔制裁〕 ダイシンクローバー号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



00021 1月7日 晴 良 （5中山1） 第2日 第9競走 ��1，800�
く ろ ち く

黒 竹 賞
発走14時25分 （ダート・右）

3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

612 ミ ト ノ オ ー 牡3栗 56 木幡 巧也ロイヤルパーク 牧 光二 新ひだか 築紫 洋 498＋ 21：53．3 3．6�
510 タイセイマンボ 牡3鹿 56 T．バシュロ田中 成奉氏 高野 友和 新冠 カミイスタット 538－ 41：53．93� 5．7�

（仏）

35 オメガタキシード 牡3鹿 56 横山 和生原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 446＋ 21：54．43 15．0�
59 サノノエスポ 牝3栗 54 津村 明秀佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 434± 01：54．61� 13．6�
24 ドライブアローカス 牡3黒鹿56 横山 武史吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 442＋ 21：54．92 4．6�
611 セイカティターニア 牝3鹿 54 横山 琉人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 408－ 41：55．11� 254．4�
48 ピッチパーフェクト 牝3鹿 54 丹内 祐次	OUMA 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 484＋12 〃 アタマ 7．4

47 ア レ ク サ 牡3鹿 56 斎藤 新 	エクワインレーシング 斎藤 誠 新ひだか 佐藤 鉄也 494＋ 21：55．2クビ 87．3�
713 ト ゥ ル ー ス 牡3栗 56 内田 博幸飯田 正剛氏 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 486± 0 〃 クビ 46．6�
815 グランヒマラヤ 牡3鹿 56 石川裕紀人飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 508＋ 81：55．51� 18．1
23 アフトクラーティラ 牝3鹿 54 田辺 裕信	G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 468－ 21：55．81� 24．8�
816 シェットランド 牡3栗 56 B．ムルザバエフ 村木 隆氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 538－ 41：55．91� 19．1�

（独）

714 ナチュラルハイ 牡3黒鹿56 永野 猛蔵山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 村上 欽哉 470－ 21：56．75 54．5�
12 アントニオヒロキ 牡3栗 56 北村 宏司 Him Rock Racing

ホールディングス	 北出 成人 浦河 	川 啓一 464＋ 41：57．23 53．8�
11 フクチャンキング 牡3鹿 56 田中 勝春福田 義明氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 520± 01：57．3クビ 35．0�
36 トニトゥルス 牡3鹿 56 M．デムーロディアレストクラブ	 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ 482＋141：57．4� 16．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 83，866，400円 複勝： 116，295，900円 枠連： 38，452，200円
馬連： 155，035，900円 馬単： 55，588，700円 ワイド： 159，233，800円
3連複： 262，118，900円 3連単： 227，897，200円 計： 1，098，489，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 190円 � 390円 枠 連（5－6） 1，200円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，070円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 7，800円 3 連 単 ��� 30，410円

票 数

単勝票数 計 838664 的中 � 184334（1番人気）
複勝票数 計1162959 的中 � 186327（1番人気）� 175259（3番人気）� 62262（6番人気）
枠連票数 計 384522 的中 （5－6） 24647（5番人気）
馬連票数 計1550359 的中 �� 67649（4番人気）
馬単票数 計 555887 的中 �� 15686（4番人気）
ワイド票数 計1592338 的中 �� 59272（4番人気）�� 38116（10番人気）�� 26031（20番人気）
3連複票数 計2621189 的中 ��� 25172（20番人気）
3連単票数 計2278972 的中 ��� 5432（62番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．5―12．8―12．4―12．2―12．7―12．9―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．4―49．2―1：01．6―1：13．8―1：26．5―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミ ト ノ オ ー �
�
父 ロ ゴ タ イ プ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2022．8．7 新潟1着

2020．4．24生 牡3栗 母 シダクティヴリー 母母 Torrid Affair 3戦2勝 賞金 18，064，000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。

00022 1月7日 晴 良 （5中山1） 第2日 第10競走 ��
��1，200�

はつはる

初春ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

712 テイエムトッキュウ 牡5鹿 58 津村 明秀竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 508＋ 41：10．4 17．1�
11 ニューフロンティア 牡5鹿 58 B．ムルザバエフ 平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 492－ 41：10．82� 13．3�

（独）

611 ラ ヴ ケ リ ー 牝5鹿 56 横山 武史水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 460± 01：11．01 5．0�
58 ア シ タ バ 牝5栗 56 丸田 恭介佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 470－ 2 〃 ハナ 14．5�
59 メズメライザー 牡4鹿 58 大野 拓弥ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528＋ 8 〃 クビ 3．2�
22 パワフルヒロコ 牝9黒鹿56 菊沢 一樹三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 458＋ 41：11．1クビ 84．8�
35 ジ オ ラ マ 牡10栗 58 石川裕紀人	G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 544± 01：11．42 230．8

46 キ ミ ワ テ ル 牡5栗 58 武藤 雅浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 492－ 21：11．5クビ 4．4�
34 ノ ー リ ス 牡5黒鹿58 田辺 裕信榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 538± 0 〃 ハナ 8．3�
814 ナックドロップス 牝4鹿 56 勝浦 正樹小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 462＋ 61：11．6� 14．9
610 メイショウヒバリ 牝6栗 56 柴田 善臣松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 468± 0 〃 クビ 134．5�
815	 エスケーアタランタ 牝7黒鹿56 丹内 祐次菅藤 孝雄氏 木原 一良 森 笹川大晃牧場 480＋ 21：11．8
 175．9�
47 ケイサンフリーゼ 牝5青 56 三浦 皇成中西 桂子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 488± 0 〃 アタマ 11．9�
713 ヨドノビクトリー 牡9鹿 58 松岡 正海海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 518＋ 81：11．9� 372．4�
23 プラチナムレイアー 牡5芦 58 石橋 脩岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド B498＋ 81：12．32� 47．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 85，532，700円 複勝： 119，711，000円 枠連： 34，847，500円
馬連： 190，259，300円 馬単： 67，644，900円 ワイド： 164，676，200円
3連複： 283，743，000円 3連単： 293，837，600円 計： 1，240，252，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 550円 � 340円 � 210円 枠 連（1－7） 11，840円

馬 連 �� 11，910円 馬 単 �� 20，490円

ワ イ ド �� 3，210円 �� 1，830円 �� 790円

3 連 複 ��� 17，410円 3 連 単 ��� 110，200円

票 数

単勝票数 計 855327 的中 � 39840（9番人気）
複勝票数 計1197110 的中 � 50038（9番人気）� 90438（6番人気）� 169808（3番人気）
枠連票数 計 348475 的中 （1－7） 2280（29番人気）
馬連票数 計1902593 的中 �� 12380（36番人気）
馬単票数 計 676449 的中 �� 2476（70番人気）
ワイド票数 計1646762 的中 �� 12820（37番人気）�� 22920（23番人気）�� 56095（6番人気）
3連複票数 計2837430 的中 ��� 12217（63番人気）
3連単票数 計2938376 的中 ��� 1933（380番人気）

ハロンタイム 11．6―10．6―11．0―12．0―12．0―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムトッキュウ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．7．18 阪神13着

2018．5．14生 牡5鹿 母 アグネスナチュラル 母母 アグネスアテーナー 11戦4勝 賞金 55，505，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



00023 1月7日 晴 良 （5中山1） 第2日 第11競走 ��
��1，600�ニューイヤーステークス（Ｌ）

発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 27，000，000円 11，000，000円 6，800，000円 4，100，000円 2，700，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

11 ウイングレイテスト 牡6栗 57 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 512＋ 21：33．2 5．7�
44 サクラトゥジュール 牡6青鹿57 田辺 裕信�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 526＋ 2 〃 クビ 9．4�
33 グラティアス 牡5鹿 57 B．ムルザバエフ �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 506＋101：33．62 3．9�

（独）

22 エイシンチラー 牝5鹿 55 M．デムーロ�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 482＋ 21：33．7	 6．2�
711 アオイクレアトール 牡6芦 57 横山 和生新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 500＋101：33．8
 65．5�
57 ココロノトウダイ 牡6鹿 58 T．バシュロ星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 540＋ 21：34．01� 9．0	

（仏）

56 インテンスライト 牡7鹿 57 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 502＋121：34．31
 29．2

812 グランデマーレ 牡6芦 57 菅原 明良 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 21：34．4
 16．4�
68 シュヴァリエローズ 牡5鹿 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 454－ 8 〃 クビ 17．0
813 ダノンチェイサー 牡7鹿 58 津村 明秀�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：34．5クビ 76．6�
69 ノルカソルカ 牡6栗 57 石橋 脩幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 502＋ 41：34．71	 29．8�
710 キングエルメス 牡4鹿 56 内田 博幸広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 496± 01：34．8アタマ 7．3�
45 ワールドバローズ 牡5鹿 57 石川裕紀人猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 大島牧場 B460± 01：35．01	 10．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 164，084，800円 複勝： 242，794，600円 枠連： 80，549，700円
馬連： 461，821，400円 馬単： 149，178，300円 ワイド： 402，764，300円
3連複： 832，205，000円 3連単： 860，315，900円 計： 3，193，714，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 260円 � 170円 枠 連（1－4） 1，300円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 830円 �� 510円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 21，670円

票 数

単勝票数 計1640848 的中 � 229626（2番人気）
複勝票数 計2427946 的中 � 358194（2番人気）� 214175（6番人気）� 396605（1番人気）
枠連票数 計 805497 的中 （1－4） 47799（2番人気）
馬連票数 計4618214 的中 �� 161166（7番人気）
馬単票数 計1491783 的中 �� 26053（16番人気）
ワイド票数 計4027643 的中 �� 122220（7番人気）�� 212517（1番人気）�� 121403（8番人気）
3連複票数 計8322050 的中 ��� 179982（5番人気）
3連単票数 計8603159 的中 ��� 28771（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．5―47．4―58．9―1：10．4―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

ウイングレイテスト �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2019．6．23 東京2着

2017．3．31生 牡6栗 母 グレートキャティ 母母 ルーシームーン 26戦3勝 賞金 137，835，000円
〔制裁〕 アオイクレアトール号の騎手横山和生は，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：8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。

00024 1月7日 晴 良 （5中山1） 第2日 第12競走 1，800�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （芝・右）

牝；負担重量は，4歳55�5歳以上56�
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
1：44．9
1：43．8

良
良

810 トーセンメラニー 牝5黒鹿 56
54 △原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 506－ 21：47．2 46．0�
79 ヒットザシーン 牝5黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 61：47．41 24．1�
33 グランスラムアスク 牝4鹿 55

51 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 B458－ 6 〃 ハナ 10．7�
44 サ ン カ ル パ 牝4黒鹿55 B．ムルザバエフ �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 494＋121：47．5� 3．9	

（独）

811 エトワールマタン 牝5鹿 56 石橋 脩丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 クビ 52．9

55 ベルクレスタ 牝4鹿 55 横山 武史 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476－ 61：47．6� 1．6�
78 アイアゲート 牝5鹿 56 T．バシュロ �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 506－ 21：47．81� 82．2�

（仏）

22 マリノソフィア 牝6黒鹿56 木幡 巧也矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 B472＋ 4 〃 アタマ 192．4
66 � エ ー プ ラ ス 牝5青鹿56 石川裕紀人馬目 卓氏 池上 昌和 浦河 辻 牧場 482－ 41：48．01� 34．5�
67 カ ナ テ ー プ 牝4鹿 55 横山 和生 C．フィプケ氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 460－ 8 〃 ハナ 5．8�
11 ミ ズ リ ー ナ 牝6鹿 56 的場 勇人北山 敏�氏 的場 均 浦河 ヒダカフアーム 496－ 81：48．42� 66．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 107，415，400円 複勝： 161，779，000円 枠連： 28，358，500円
馬連： 146，724，900円 馬単： 86，454，000円 ワイド： 148，883，900円
3連複： 261，511，200円 3連単： 456，886，600円 計： 1，398，013，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，600円 複 勝 � 1，060円 � 520円 � 440円 枠 連（7－8） 3，860円

馬 連 �� 16，020円 馬 単 �� 54，250円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 3，160円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 38，180円 3 連 単 ��� 463，920円

票 数

単勝票数 計1074154 的中 � 18675（7番人気）
複勝票数 計1617790 的中 � 37709（8番人気）� 82828（5番人気）� 101776（4番人気）
枠連票数 計 283585 的中 （7－8） 5689（13番人気）
馬連票数 計1467249 的中 �� 7098（30番人気）
馬単票数 計 864540 的中 �� 1195（65番人気）
ワイド票数 計1488839 的中 �� 13374（27番人気）�� 12043（28番人気）�� 25120（14番人気）
3連複票数 計2615112 的中 ��� 5136（67番人気）
3連単票数 計4568866 的中 ��� 714（459番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．5―36．0―47．8―59．5―1：11．5―1：23．3―1：34．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンメラニー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Sultry Song デビュー 2020．8．9 新潟3着

2018．4．17生 牝5黒鹿 母 エラドゥーラ 母母 Sichana 28戦3勝 賞金 54，465，000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。



（5中山1）第2日 1月7日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

245，640，000円
3，020，000円
34，630，000円
1，810，000円
31，510，000円
80，315，000円
5，434，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
836，307，200円
1，172，990，600円
321，394，200円
1，581，277，500円
632，008，500円
1，506，038，400円
2，682，053，600円
2，958，622，800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
計 11，690，692，800円

総入場人員 10，213名 （有料入場人員 9，791名）
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