
3500111月30日 晴 良 （1中京4） 第1日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時55分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：24．3
1：23．0

良
重

510 メイショウアゴニカ 牝2鹿 54 丸山 元気松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 490－101：26．3 5．2�
35 アストロブレイク 牡2栗 55 福永 祐一吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 川端 正博 478－ 4 〃 ハナ 1．2�
11 ワンダーカムラング 牡2黒鹿 55

54 ☆西村 淳也山本 能成氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 468＋141：26．51� 40．9�
611 ネイチャーカレン 牡2黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 高橋 修 450－ 21：27．35 16．4�
815 シゲルメイオウセイ 牡2鹿 55 �島 克駿森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 478± 01：27．4� 36．7�
714 ク サ ナ ギ 牡2栗 55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 中尾 秀正 浦河 カナイシスタッド B470＋ 21：27．93 107．3�
48 クールインパクト 牡2栗 55 松若 風馬佐藤 範夫氏 西村 真幸 日高 ナカノファーム 492－10 〃 クビ 96．5	
612 ロゼキルシュ 牝2栗 54 吉田 隼人
トップフェロウ杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 482＋ 81：28．0クビ 23．9�
816 エターナルバディ 牡2青 55 北村 友一
キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 502－ 21：28．21� 74．6�
713 ロードオブイサチル 牝2黒鹿54 国分 優作小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 静内酒井牧場 B468－ 2 〃 アタマ 40．2
12 タ マ サ イ 牝2鹿 54

52 △斎藤 新�ミルファーム 尾関 知人 浦河 中神牧場 426＋ 41：28．73 276．4�
24 ライフイズクール 牝2黒鹿54 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 新冠 隆栄牧場 484－ 6 〃 アタマ 178．2�
47 ハーツデライト 牝2栗 54 丸田 恭介 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム B446－ 41：29．12� 371．7�
23 シゲルダイモス 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 王蔵牧場 454± 01：30．05 614．0�
36 デルマプラチナ 牡2鹿 55

52 ▲亀田 温心浅沼 廣幸氏 田中 剛 日高 ファニーヒルファーム 490＋101：31．8大差 234．6�
59 ステーションワン 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 460＋101：31．9� 101．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，826，600円 複勝： 105，208，500円 枠連： 9，211，600円
馬連： 31，990，500円 馬単： 22，729，300円 ワイド： 34，196，200円
3連複： 58，451，500円 3連単： 89，211，800円 計： 379，826，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 120円 � 100円 � 300円 枠 連（3－5） 210円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 130円 �� 910円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 8，340円

票 数

単勝票数 計 288266 的中 � 46492（2番人気）
複勝票数 計1052085 的中 � 61618（2番人気）� 876828（1番人気）� 12271（7番人気）
枠連票数 計 92116 的中 （3－5） 32903（1番人気）
馬連票数 計 319905 的中 �� 97537（1番人気）
馬単票数 計 227293 的中 �� 18392（3番人気）
ワイド票数 計 341962 的中 �� 97788（1番人気）�� 6932（11番人気）�� 12220（7番人気）
3連複票数 計 584515 的中 ��� 30348（5番人気）
3連単票数 計 892118 的中 ��� 7746（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．0―47．3―1：00．1―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F39．0
3 ・（5，10）12（1，13，15）9（11，16）14－7（2，6）8－4，3 4 ・（5，10）12（1，13，15）－16（11，14）9－7，2－（8，6）－（4，3）

勝馬の
紹 介

メイショウアゴニカ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．10．5 京都3着

2017．4．11生 牝2鹿 母 メイショウカエデ 母母 ミ ー ナ ー 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマプラチナ号・ステーションワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

12月31日まで平地競走に出走できない。

3500211月30日 晴 良 （1中京4） 第1日 第2競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走10時25分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

55 サツキサンダー 牝3栗 53 荻野 極小野 博郷氏 寺島 良 新冠 芳住 鉄兵 444－ 21：56．4 3．9�
33 テ オ レ ー マ 牝3鹿 53

52 ☆西村 淳也水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 472± 01：56．5� 4．3�
79 ムーンザムーン 牝5鹿 55 北村 友一林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 クビ 5．2�
67 ワンダーマンボ 牝3黒鹿 53

50 ▲藤田菜七子草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 466－ 41：56．6クビ 3．4�
810 エターナルディーバ 牝3栗 53 福永 祐一 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム B434－ 41：56．81� 6．9�
11 アマリリステソーロ 牝3青 53 松田 大作了德寺健二ホール

ディングス	 高橋 康之 新ひだか 幌村牧場 436＋ 2 〃 クビ 13．6

44 トゥービーシック 牝3黒鹿53 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 436－ 41：57．22� 105．5�
66 トラストマヴィア 牝6黒鹿55 藤懸 貴志菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 502± 0 〃 クビ 134．5�
22 アレグレモエティー 牝3芦 53 �島 克駿斉藤 等氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 468＋ 81：57．51	 84．8
78 サイレントクララ 牝3黒鹿53 岩崎 翼吉田 千津氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 504＋ 41：57．82 33．3�
811 ダイシンキャラミ 牝3鹿 53 横山 武史大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 438－ 41：58．75 205．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，798，100円 複勝： 29，109，500円 枠連： 5，161，800円
馬連： 31，409，100円 馬単： 16，227，000円 ワイド： 24，468，700円
3連複： 41，472，200円 3連単： 58，178，600円 計： 225，825，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 150円 � 140円 枠 連（3－5） 810円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 340円 �� 360円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 6，870円

票 数

単勝票数 計 197981 的中 � 40576（2番人気）
複勝票数 計 291095 的中 � 50588（3番人気）� 48859（4番人気）� 53930（2番人気）
枠連票数 計 51618 的中 （3－5） 4914（3番人気）
馬連票数 計 314091 的中 �� 30146（2番人気）
馬単票数 計 162270 的中 �� 7949（3番人気）
ワイド票数 計 244687 的中 �� 18349（4番人気）�� 17149（6番人気）�� 17236（5番人気）
3連複票数 計 414722 的中 ��� 22146（4番人気）
3連単票数 計 581786 的中 ��� 6137（17番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．4―13．6―13．8―13．9―13．3―12．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．6―51．2―1：05．0―1：18．9―1：32．2―1：44．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F37．5
1
3
10（2，5）－（4，3，7）－8，9，1，11，6
10，2（4，5）（3，7）（8，9）1（6，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サツキサンダー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．5．19 京都5着

2016．3．19生 牝3栗 母 マスターギラティナ 母母 イシノスター 7戦2勝 賞金 14，900，000円

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４回 中京競馬 第１日



3500311月30日 晴 良 （1中京4） 第1日 第3競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走10時55分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

稍重
重

816� ミッキーハイド 牡4鹿 57
56 ☆菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：12．7 5．5�

11 ダイヤクイン 牝3芦 54 藤懸 貴志大野 數芳氏 羽月 友彦 新冠 イワミ牧場 474＋ 41：12．8� 39．3�
24 � メイショウアワジ 牡5鹿 57 国分 優作松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 488＋ 21：13．22� 25．7�
36 レイトブルーミング 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 446－ 2 〃 クビ 25．5�
713� シーオブセレニティ 	4黒鹿57 福永 祐一ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438＋ 41：13．3クビ 4．0�
59 タイドオブハピネス 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 456－ 2 〃 クビ 79．0	
510 シェルトファータ 牝3栗 54

52 △斎藤 新水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 森永 聡 430－ 61：13．4� 27．3

12 ボナヴィーゴ 牡4黒鹿57 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492－ 21：13．61
 3．2�
23 サーストンネイジュ 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子玉置 潔氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 476＋ 81：13．81
 7．2�
815� フレンチイデアル 牡6鹿 57 松若 風馬杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 496± 01：13．9� 17．5
48 � マーシデスペラード 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治佐藤 勝士氏 千田 輝彦 安平 �橋本牧場 516＋ 41：14．11
 190．7�
35 モ ア イ 牡4黒鹿57 丸山 元気青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 466－10 〃 クビ 31．1�
611 ス ト リ 牡4黒鹿57 �島 克駿金山 敏也氏 松下 武士 安平 �橋本牧場 498＋ 21：14．31� 18．7�
714� ライブリテックス 牡4青鹿57 荻野 極加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 B506＋101：14．4クビ 261．0�
612 ホウロクダマ 牡5鹿 57 藤井勘一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 566＋121：14．5� 232．1�
47 � モ テ モ テ 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也�イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 472＋201：15．24 14．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，775，800円 複勝： 34，385，100円 枠連： 8，130，800円
馬連： 37，691，400円 馬単： 17，690，200円 ワイド： 33，864，400円
3連複： 56，121，500円 3連単： 62，790，700円 計： 273，449，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 240円 � 930円 � 670円 枠 連（1－8） 720円

馬 連 �� 10，100円 馬 単 �� 15，000円

ワ イ ド �� 3，440円 �� 2，000円 �� 7，060円

3 連 複 ��� 50，280円 3 連 単 ��� 175，760円

票 数

単勝票数 計 227758 的中 � 32621（3番人気）
複勝票数 計 343851 的中 � 46117（3番人気）� 8589（11番人気）� 12342（7番人気）
枠連票数 計 81308 的中 （1－8） 8650（2番人気）
馬連票数 計 376914 的中 �� 2891（33番人気）
馬単票数 計 176902 的中 �� 884（51番人気）
ワイド票数 計 338644 的中 �� 2538（33番人気）�� 4428（25番人気）�� 1222（62番人気）
3連複票数 計 561215 的中 ��� 837（143番人気）
3連単票数 計 627907 的中 ��� 259（530番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．9―12．3―12．0―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミッキーハイド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Grand Slam

2015．1．29生 牡4鹿 母 ハイドバウンド 母母 Hidden Dreams 8戦1勝 賞金 17，350，000円
初出走 JRA

※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。
（非抽選馬） 1頭 メイショウロサン号

3500411月30日 晴 良 （1中京4） 第1日 第4競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時25分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：02．2
1：59．5

良
良

44 クリノブレーヴ 牡2鹿 55
53 △斎藤 新栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム 458－ 42：03．0 6．1�

33 マイネルインパクト 牡2鹿 55 横山 武史 �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 480± 0 〃 クビ 4．9�

810 アールウィザード 牡2黒鹿55 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 矢野牧場 480－ 82：03．1� 3．0�
11 ラズルダズル 牡2鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 450± 02：03．2� 2．6�
89 タニノヨセミテ 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 412－ 2 〃 クビ 50．6	
22 ラティチュード 牡2黒鹿55 中井 裕二�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 480－ 22：03．3クビ 16．8

55 タガノヒロライド 牝2鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432－ 2 〃 アタマ 273．3�
77 コスモジェミラ 牝2芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 458± 02：04．04 63．4�
78 サンライズスマイル 牡2栗 55 菱田 裕二松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 480＋ 22：04．53 31．5
66 メイショウコルギン 牡2栗 55 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 476－ 62：04．71� 204．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，222，800円 複勝： 27，996，500円 枠連： 5，316，800円
馬連： 26，962，600円 馬単： 16，725，000円 ワイド： 22，145，400円
3連複： 35，786，000円 3連単： 65，863，100円 計： 224，018，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 150円 � 150円 � 130円 枠 連（3－4） 1，290円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 380円 �� 340円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 9，080円

票 数

単勝票数 計 232228 的中 � 31631（4番人気）
複勝票数 計 279965 的中 � 46651（3番人気）� 42549（4番人気）� 64951（2番人気）
枠連票数 計 53168 的中 （3－4） 3187（6番人気）
馬連票数 計 269626 的中 �� 17434（6番人気）
馬単票数 計 167250 的中 �� 4682（13番人気）
ワイド票数 計 221454 的中 �� 14413（6番人気）�� 16454（5番人気）�� 17058（4番人気）
3連複票数 計 357860 的中 ��� 21415（5番人気）
3連単票数 計 658631 的中 ��� 5258（34番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．1―12．9―12．2―12．4―12．5―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―37．8―50．7―1：02．9―1：15．3―1：27．8―1：39．4―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノブレーヴ �
�
父 オーシャンブルー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2019．10．5 京都7着

2017．4．8生 牡2鹿 母 イースタリーブリーズ 母母 Nakiska Wind 3戦1勝 賞金 6，300，000円



3500511月30日 晴 良 （1中京4） 第1日 第5競走 ��1，900�3歳以上1勝クラス
発走12時15分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：55．9
1：53．7

重
不良

89 � ア リ ス カ ン 牡5黒鹿 57
55 △斎藤 新髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 510－ 22：00．3 2．8�

44 ヴィーヴァバッカス 牡4栗 57 川須 栄彦芹澤 精一氏 作田 誠二 様似 清水スタッド 476＋122：00．4� 48．0�
33 タマモサンシーロ 牡3鹿 55

52 ▲亀田 温心タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 516＋ 22：00．5クビ 5．4�
78 ト ゥ ル ボ ー 牡3栗 55 �島 克駿�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B488－ 22：00．71	 33．7�
55 テンペスタージ 牡3鹿 55 横山 武史�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 450＋ 82：01．23 18．1�
11 ヒュミドール 
3鹿 55 菱田 裕二	サンライズ 武 幸四郎 浦河 宮内牧場 480＋ 42：01．51� 55．9

22 サクララージャン 牡3青鹿55 吉田 隼人�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 492－ 42：01．92	 13．0�
66 サンライズヴュー 牡3青鹿 55

54 ☆西村 淳也松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 478－ 22：02．11� 5．6�
77 ラ デ ツ キ ー 牡3栗 55

54 ☆川又 賢治中辻 明氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 512＋ 62：03．48 4．8

810 クリスタルバローズ 牡3鹿 55 福永 祐一猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 シンユウフアーム 480＋ 22：04．78 8．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 21，654，500円 複勝： 29，415，300円 枠連： 6，307，300円
馬連： 30，320，000円 馬単： 16，401，000円 ワイド： 25，919，600円
3連複： 41，665，400円 3連単： 61，456，200円 計： 233，139，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 610円 � 180円 枠 連（4－8） 4，730円

馬 連 �� 6，180円 馬 単 �� 8，330円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 290円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 8，880円 3 連 単 ��� 44，860円

票 数

単勝票数 計 216545 的中 � 61715（1番人気）
複勝票数 計 294153 的中 � 76944（1番人気）� 8291（9番人気）� 43486（3番人気）
枠連票数 計 63073 的中 （4－8） 1032（15番人気）
馬連票数 計 303200 的中 �� 3799（23番人気）
馬単票数 計 164010 的中 �� 1476（35番人気）
ワイド票数 計 259196 的中 �� 3695（23番人気）�� 27002（1番人気）�� 1950（33番人気）
3連複票数 計 416654 的中 ��� 3519（36番人気）
3連単票数 計 614562 的中 ��� 993（172番人気）

ハロンタイム 7．2―11．7―11．8―13．5―13．0―12．8―12．6―12．6―12．1―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．9―30．7―44．2―57．2―1：10．0―1：22．6―1：35．2―1：47．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ア リ ス カ ン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 アドマイヤベガ

2014．4．23生 牡5黒鹿 母 サ ラ ラ 母母 ジンジャーリリー 28戦2勝 賞金 27，750，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 アリスカン号の騎手斎藤新は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）

3500611月30日 晴 良 （1中京4） 第1日 第6競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走12時45分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

24 パ ル マ リ ア 牡4鹿 57 丸山 元気吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 528－ 81：33．9 2．8�
12 トランスナショナル 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 482－ 21：34．43 4．6�
510 ウインメルシー 牝3鹿 54 横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 61：34．5� 40．5�
612 アドマイヤアルパマ 牝5鹿 55

54 ☆西村 淳也近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：34．6� 10．8�
11 ロードイヒラニ 牡4青鹿57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 61：34．7� 38．8�
713 タニノミステリー 	4黒鹿57 
島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 436± 01：34．8� 156．5	
611 ドロウアカード 牝5栗 55 
島 克駿�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474＋10 〃 クビ 43．7

36 レーヌジャルダン 牝5鹿 55 吉田 隼人 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 440－ 8 〃 アタマ 114．0�
59 アンジュミニョン 牝3鹿 54 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 444－ 4 〃 ハナ 12．4�
23 アンクルテイオウ 牡3鹿 56 福永 祐一塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 アタマ 12．4
815� ミッドサマーハウス 牝3青 54 菱田 裕二ゴドルフィン 
島 一歩 英 Godolphin 450± 01：34．9クビ 9．7�
48 ラストヌードル 牡3鹿 56 北村 友一増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 500＋101：35．0� 5．2�
816 パラレルキャリア 牝3鹿 54

52 △斎藤 新 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442± 01：35．1� 27．8�

714 アトムアストレア 牝4鹿 55 横山 和生永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 466＋ 41：35．31� 232．4�
47 クレーリッチェ 牝3鹿 54 国分 優作 �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 414± 01：35．51 265．7�
35 ラハトケレブ 牡6鹿 57

56 ☆川又 賢治永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：35．71 350．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，171，500円 複勝： 42，485，400円 枠連： 10，662，200円
馬連： 45，615，600円 馬単： 20，893，100円 ワイド： 39，609，500円
3連複： 66，309，900円 3連単： 76，432，300円 計： 331，179，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 170円 � 570円 枠 連（1－2） 550円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，590円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 8，910円 3 連 単 ��� 29，680円

票 数

単勝票数 計 291715 的中 � 82480（1番人気）
複勝票数 計 424854 的中 � 108942（1番人気）� 66045（2番人気）� 12717（9番人気）
枠連票数 計 106622 的中 （1－2） 14846（1番人気）
馬連票数 計 456156 的中 �� 50325（1番人気）
馬単票数 計 208931 的中 �� 12840（1番人気）
ワイド票数 計 396095 的中 �� 40092（1番人気）�� 5883（21番人気）�� 4046（31番人気）
3連複票数 計 663099 的中 ��� 5578（28番人気）
3連単票数 計 764323 的中 ��� 1867（81番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．6―12．3―12．0―11．3―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．7―48．0―1：00．0―1：11．3―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

パ ル マ リ ア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．25 東京1着

2015．4．21生 牡4鹿 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 5戦2勝 賞金 27，532，000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。
（非抽選馬） 4頭 ダイイチターミナル号・パーティナシティ号・ヘイワノツカイ号・リーゼントアイリス号



3500711月30日 晴 良 （1中京4） 第1日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

814 カシノブレンド �3芦 56
55 ☆西村 淳也柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 442－ 41：24．8 2．7�

33 ミッキーチャイルド 牡4鹿 57 吉田 隼人野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 478＋ 21：25．11� 7．7�
57 � アンシャンテシチー 牡4栗 57 加藤 祥太 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 日高 田端牧場 502＋ 71：25．2� 44．4�
711 ロイヤルパールス 牡4鹿 57 荻野 極ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B524＋20 〃 クビ 12．8�
58 � マリノエクスプレス 牝4黒鹿 55

54 ☆川又 賢治矢野 雅子氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 438＋ 41：25．83	 16．3�
22 ファイナルマズル 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子 �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 476＋ 81：25．9	 10．2	

34 リ ー ヴ ル 牡3栗 56 横山 武史�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋ 6 〃 ハナ 11．8


11 クリスエステソーロ 牡4鹿 57 福永 祐一了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 新ひだか 大滝 康晴 512＋ 21：26．0	 5．5�

712 テイエムメロディー 牝3鹿 54 
島 克駿竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 456± 01：26．21� 12．5�
610 クリスタルオーブ 牝3鹿 54 川須 栄彦永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 468＋101：26．83	 276．4
813� スフィーダグリーン 牡5鹿 57 的場 勇人寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 548－ 2 〃 クビ 248．3�
45 パワーアッシュ 牡4栗 57

54 ▲亀田 温心�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 470＋111：27．11� 46．0�
46 � グラッツェミーレ 牝4鹿 55 松若 風馬杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 474－ 41：27．52	 126．7�
69 カーネリアン 牝5鹿 55

53 △斎藤 新林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 494± 0 （競走中止） 8．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，908，900円 複勝： 30，457，900円 枠連： 8，730，700円
馬連： 36，001，600円 馬単： 17，255，500円 ワイド： 33，468，200円
3連複： 51，069，000円 3連単： 60，534，500円 計： 260，426，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 210円 � 690円 枠 連（3－8） 710円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，000円 �� 3，750円

3 連 複 ��� 13，230円 3 連 単 ��� 45，850円

票 数

単勝票数 計 229089 的中 � 67071（1番人気）
複勝票数 計 304579 的中 � 77971（1番人気）� 35411（3番人気）� 7986（10番人気）
枠連票数 計 87307 的中 （3－8） 9490（1番人気）
馬連票数 計 360016 的中 �� 31727（1番人気）
馬単票数 計 172555 的中 �� 7643（2番人気）
ワイド票数 計 334682 的中 �� 22489（1番人気）�� 4094（29番人気）�� 2148（39番人気）
3連複票数 計 510690 的中 ��� 2893（51番人気）
3連単票数 計 605345 的中 ��� 957（162番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．0―47．4―59．7―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノブレンド �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．2．2 東京6着

2016．5．4生 �3芦 母 セトウチダイヤ 母母 テレサザティーチャ 11戦2勝 賞金 18，550，000円
〔競走中止〕 カーネリアン号は，発走後まもなく前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 カーネリアン号の騎手斎藤新は，発走後まもなくの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。

3500811月30日 晴 良 （1中京4） 第1日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・左）（500万円以下）

若手騎手；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

33 ラ ー ジ ヒ ル 牡3鹿 55 横山 武史�リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 472－ 41：52．9 1．6�
55 オウケンスターダム 牡5鹿 57

56 ☆川又 賢治福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 480＋ 21：53．22 14．6�
44 � ヒロノブシドウ 牡4黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 長浜牧場 488－101：53．94 57．6�
79 ハクサンカイザー 牡3栗 55

52 ▲亀田 温心河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 474＋201：54．85 3．9�
811� メイショウブラボー 牝3青鹿53 岩崎 翼松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 450－ 21：54．9クビ 7．0�
810 ハーベストゴールド 牡3栗 55

52 ▲藤田菜七子平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 坂東ファーム 446± 01：55．22 22．3	
66 アドマイヤクィーン 牝4鹿 55

54 ☆西村 淳也近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B474± 01：55．94 23．5

11 ニシノベースマン 牡4黒鹿57 松若 風馬西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 B458＋ 41：56．0� 54．4�
78 レッドアクトレス 牝3栗 53 荻野 極 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 416± 01：56．42� 24．7
67 フ ク キ タ ル 牝4黒鹿 55

52 ▲山田 敬士佐藤 範夫氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム B458－101：57．67 109．2�
22 � エスペランサスカイ 牡4鹿 57 �島 克駿江上 幸�氏 作田 誠二 浦河 鵜木 唯義 486＋ 41：59．5大差 210．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，393，700円 複勝： 46，392，000円 枠連： 8，714，700円
馬連： 35，052，500円 馬単： 23，721，800円 ワイド： 27，267，200円
3連複： 48，735，800円 3連単： 85，744，300円 計： 302，022，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 960円 枠 連（3－5） 770円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，430円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 8，920円 3 連 単 ��� 23，970円

票 数

単勝票数 計 263937 的中 � 129401（1番人気）
複勝票数 計 463920 的中 � 279257（1番人気）� 33445（4番人気）� 4439（9番人気）
枠連票数 計 87147 的中 （3－5） 8733（3番人気）
馬連票数 計 350525 的中 �� 43351（3番人気）
馬単票数 計 237218 的中 �� 17137（4番人気）
ワイド票数 計 272672 的中 �� 28917（3番人気）�� 4520（14番人気）�� 2071（26番人気）
3連複票数 計 487358 的中 ��� 4094（26番人気）
3連単票数 計 857443 的中 ��� 2593（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．0―50．8―1：02．9―1：15．2―1：27．8―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ー ジ ヒ ル �
�
父 キングズベスト �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．8．25 新潟6着

2016．3．17生 牡3鹿 母 キャットガール 母母 ジャズキャット 12戦2勝 賞金 27，900，000円
〔騎手変更〕 ハクサンカイザー号の騎手斎藤新は，第7競走での落馬負傷のため亀田温心に変更。
〔制裁〕 フクキタル号の騎手山田敬士は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスペランサスカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月31日まで平

地競走に出走できない。



3500911月30日 晴 良 （1中京4） 第1日 第9競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走14時25分 （芝・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

47 キャッチミーアップ 牝4鹿 55 岡田 祥嗣畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 462＋ 61：20．3 18．1�
611� サトノコメット 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �サトミホースカンパニー 奥村 武 安平 ノーザンファーム B462＋ 2 〃 クビ 36．6�
510 ダンシングチコ 牝4鹿 55 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 470－ 61：20．4� 6．2�
35 ロードラナキラ 牡4鹿 57 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 464＋141：20．5� 61．7�
48 アングルティール 牝4黒鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B436－ 8 〃 ハナ 10．3�
715 モズハチキン 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也 �キャピタル・システム 大久保龍志 浦河 大道牧場 446－ 61：20．6クビ 3．3	
713 セイイーグル 	5鹿 57 横山 武史吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 444＋ 41：20．7
 32．8

24 アスタービーナス 牝4鹿 55 松若 風馬加藤 久枝氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 406± 0 〃 クビ 12．0�
11 セントセシリア 牝3栗 54 藤井勘一郎田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 404＋10 〃 アタマ 55．5�
12 ミッキーパパイア 牝4黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 464－ 81：20．91� 18．2
714 オメガドーヴィル 牝3青鹿54 加藤 祥太原 �子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 400＋121：21．11� 38．4�
817 ラ ン ス マ ン 	4鹿 57 丸山 元気吉田 勝己氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 550－101：21．31� 70．5�
612 ビッグブルー 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子�レッドマジック金成 貴史 日高 下河辺牧場 508＋18 〃 クビ 25．1�
36 ノーブルスコア 牝3青鹿54 福永 祐一二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456＋101：21．4� 3．3�
59 レディギャング 牝5芦 55 荻野 極近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 484± 01：21．5クビ 140．3�
23 エイシンオズ 牝3栗 54 川須 栄彦�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 442＋ 2 〃 クビ 96．7�
816� ホウオウエックス 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治小笹 芳央氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 502± 01：21．6クビ 89．0�
818� メイショウビコーン 牡5栗 57 北村 友一松本 和子氏 �島 一歩 浦河 日の出牧場 524＋221：22．77 334．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，841，000円 複勝： 45，049，800円 枠連： 14，943，200円
馬連： 53，332，300円 馬単： 22，970，700円 ワイド： 45，773，200円
3連複： 84，732，000円 3連単： 95，925，800円 計： 393，568，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 440円 � 910円 � 240円 枠 連（4－6） 4，030円

馬 連 �� 21，600円 馬 単 �� 39，330円

ワ イ ド �� 4，980円 �� 970円 �� 3，000円

3 連 複 ��� 40，060円 3 連 単 ��� 272，730円

票 数

単勝票数 計 308410 的中 � 13609（6番人気）
複勝票数 計 450498 的中 � 26224（6番人気）� 11432（11番人気）� 56927（3番人気）
枠連票数 計 149432 的中 （4－6） 2868（19番人気）
馬連票数 計 533323 的中 �� 1913（60番人気）
馬単票数 計 229707 的中 �� 438（108番人気）
ワイド票数 計 457732 的中 �� 2313（50番人気）�� 12585（9番人気）�� 3875（30番人気）
3連複票数 計 847320 的中 ��� 1586（117番人気）
3連単票数 計 959258 的中 ��� 255（786番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―11．5―11．4―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―33．9―45．4―56．8―1：08．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．9
3 15，16（5，17）8（1，6，9）7，4（11，18）（10，13）（2，3，12）14 4 15（5，16，17）8（1，6，9）（4，7）（11，18）10（3，13）（2，14，12）

勝馬の
紹 介

キャッチミーアップ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．11．3 京都2着

2015．3．31生 牝4鹿 母 イースタリーブリーズ 母母 Nakiska Wind 19戦2勝 賞金 32，261，000円
〔騎手変更〕 オメガドーヴィル号の騎手斎藤新は，第7競走での落馬負傷のため加藤祥太に変更。
※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。
（非抽選馬） 1頭 ブルスクーロ号

3501011月30日 晴 良 （1中京4） 第1日 第10競走 ��
��1，600�こ う や ま き 賞

発走15時00分 （芝・左）
2歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．2
1：32．3

良
良

22 アブソルティスモ 牡2黒鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：35．8 1．7�
33 アサケエース 牡2鹿 55 西村 淳也大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 422－ 21：36．01 23．6�
66 ゴルトファルベン 牡2鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 クビ 4．3�
44 セツメンノトビウオ 牡2芦 55 荻野 極三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 432＋ 21：36．32 68．9�
77 � イモータルスモーク 牡2鹿 55 吉田 隼人�レッドマジック金成 貴史 米

Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

490＋ 81：37．04 29．9	
11 ユウヒノプリンス 牡2栗 55 横山 和生坂田 行夫氏 加藤 和宏 日高 新井 昭二 476＋ 41：38．27 183．4

55 メイショウホルダー 牡2鹿 55 福永 祐一松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 川越ファーム 450± 01：38．3� 3．4�

（7頭）

売 得 金
単勝： 41，281，100円 複勝： 50，032，400円 枠連： 発売なし
馬連： 41，663，600円 馬単： 35，525，500円 ワイド： 23，416，500円
3連複： 51，138，300円 3連単： 187，575，200円 計： 430，632，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 430円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 280円 �� 160円 �� 440円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 3，420円

票 数

単勝票数 計 412811 的中 � 198751（1番人気）
複勝票数 計 500324 的中 � 336986（1番人気）� 16453（4番人気）
馬連票数 計 416636 的中 �� 26643（4番人気）
馬単票数 計 355255 的中 �� 16041（7番人気）
ワイド票数 計 234165 的中 �� 19803（4番人気）�� 46704（2番人気）�� 10926（6番人気）
3連複票数 計 511383 的中 ��� 39368（3番人気）
3連単票数 計1875752 的中 ��� 39688（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．9―37．0―49．0―1：01．2―1：13．0―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

アブソルティスモ �

父 ダイワメジャー �


母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．6．2 東京2着

2017．1．20生 牡2黒鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 4戦2勝 賞金 26，320，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 メイショウホルダー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウホルダー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年12月31日まで出走できない。



3501111月30日 晴 良 （1中京4） 第1日 第11競走 ��
��1，900�

い ぬ や ま

犬 山 特 別
発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．12．1以降1．11．24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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：55．9
1：53．7

重
不良

59 マスターフェンサー 牡3栗 56 福永 祐一吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 498 1：59．0 1．8�

12 ララメダイユドール 牡5鹿 55 中井 裕二フジイ興産� 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 524＋121：59．53 14．9�
（法942）

24 マンハッタンロック 牡5鹿 54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 41：59．92� 9．9�

510 ダンツチョイス 牝4栗 52 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 450－ 22：00．0� 15．8�
48 マ リ オ 牡4鹿 53 川須 栄彦サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 500－ 6 〃 アタマ 39．7	
35 � シゲルポインター 牡5鹿 53 丸田 恭介森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 484＋102：00．1� 90．4

23 シ ゲ ノ ブ 牡4黒鹿54 横山 武史玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 B508－ 42：00．2	 10．8�
612 プレシャスリーフ 
4栗 56 丸山 元気 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 452＋102：00．41� 10．8�
36 ペイシャボム 牡5鹿 54 川又 賢治北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 474－ 22：00．5	 31．6
11 デルマカルヴァドス 牡4鹿 53 �島 克駿浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 504＋ 62：00．71� 176．1�
815 サンティーニ 
4栗 54 吉田 隼人�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 492－ 42：00．91� 37．3�
713 ヤマイチジャスティ 牝6鹿 51 山田 敬士菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 486－ 42：01．11 100．8�
816 ディライトプロミス 牝4鹿 52 西村 淳也 �キャロットファーム 池添 学 米

Ted Nichols and Judith E
Nichols Trust Dated Feb-
ruary18，1999 480＋ 62：02．16 17．4�

714 モ ン オ ー ル 牝3栗 51 松若 風馬吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 444＋ 22：02．63 20．1�
611 ジョースターライト 牡6青鹿54 国分 優作上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B478＋222：02．91	 67．9�
47 ギ ラ ー ミ ン 
4栗 53 荻野 極永野 雄介氏 寺島 良 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500＋ 62：04．6大差 17．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，060，300円 複勝： 66，693，100円 枠連： 36，003，100円
馬連： 145，233，300円 馬単： 60，664，800円 ワイド： 91，203，400円
3連複： 229，494，100円 3連単： 276，318，600円 計： 966，670，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 330円 � 230円 枠 連（1－5） 1，210円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 660円 �� 410円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 15，710円

票 数

単勝票数 計 610603 的中 � 266611（1番人気）
複勝票数 計 666931 的中 � 210799（1番人気）� 37992（7番人気）� 61419（3番人気）
枠連票数 計 360031 的中 （1－5） 22886（4番人気）
馬連票数 計1452333 的中 �� 80440（3番人気）
馬単票数 計 606648 的中 �� 23538（5番人気）
ワイド票数 計 912034 的中 �� 35603（5番人気）�� 60688（1番人気）�� 11299（24番人気）
3連複票数 計2294941 的中 ��� 35220（8番人気）
3連単票数 計2763186 的中 ��� 12747（18番人気）

ハロンタイム 7．4―10．9―11．1―13．4―13．3―13．0―13．0―12．7―11．8―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．3―29．4―42．8―56．1―1：09．1―1：22．1―1：34．8―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F36．9
1
3
5，7（6，16）－9－（2，8，12）10（4，13，14，15）（3，11）1
5（7，16）9（6，2，12）（4，8）（13，14）（10，15）11（1，3）

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

勝馬の
紹 介

マスターフェンサー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2018．9．23 阪神2着

2016．2．21生 牡3栗 母 セクシーザムライ 母母 Powder 7戦3勝 賞金 41，266，000円
［他本会外：3戦0勝］

〔騎手変更〕 ダンツチョイス号の騎手斎藤新は，第7競走での落馬負傷のため藤懸貴志に変更。
〔その他〕 ギラーミン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

3501211月30日 晴 良 （1中京4） 第1日 第12競走 ��2，200�
な が ら が わ

長 良 川 特 別
発走16時10分 （芝・左）

3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
2：09．9
2：09．7

良
良

36 ニューポート 牡3黒鹿55 北村 友一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450＋ 42：13．7 3．4�
47 � ジンゴイスト 牡4青鹿57 福永 祐一 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B494－ 62：13．8� 6．5�
11 フラッグサルート 牝4鹿 55 丸山 元気吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 438－ 42：14．11� 9．3�
23 レッドクーゲル 牡3栗 55 横山 武史 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 440＋122：14．2� 5．4�
35 ダノンアポロン 牡4鹿 57 丸田 恭介�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 490－ 4 〃 ハナ 47．2	
12 レッドルーヴル 牝3黒鹿53 西村 淳也 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 462＋ 22：14．3� 19．6

816 ヤマカツシシマル 牡3青鹿55 荻野 極山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 484＋ 82：14．51	 57．3�
24 サダムラピュタ 牡4黒鹿57 松若 風馬大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B468－10 〃 ハナ 5．2�
612 アークロイヤル 牝3栗 53 中井 裕二原 
子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 408± 02：14．71 143．7
815 シークレットアイズ 牡3黒鹿55 藤井勘一郎山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 クビ 13．5�
714 コールストーム 牡5鹿 57 �島 克駿�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ B508＋ 22：14．91	 45．6�
48 イタリアンホワイト 牝5芦 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－142：15．0� 22．3�
59 ブレーヴユニコーン 牡3青鹿55 川又 賢治諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 508－ 2 〃 クビ 40．7�
611 アルデエンブレム 牡3栗 55 国分 優作中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 480－ 42：15．1� 73．8�
510� ブラックデビル 牡4鹿 57 藤田菜七子岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 22：15．41� 21．7�
713 ウインクリムゾン 牡5鹿 57 菱田 裕二�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 4 〃 クビ 166．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，387，500円 複勝： 59，201，100円 枠連： 25，469，000円
馬連： 88，268，500円 馬単： 34，828，400円 ワイド： 66，945，600円
3連複： 134，781，400円 3連単： 153，218，600円 計： 603，100，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 210円 � 230円 枠 連（3－4） 1，140円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 440円 �� 650円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 15，560円

票 数

単勝票数 計 403875 的中 � 94159（1番人気）
複勝票数 計 592011 的中 � 112345（1番人気）� 69088（4番人気）� 59184（5番人気）
枠連票数 計 254690 的中 （3－4） 17300（5番人気）
馬連票数 計 882685 的中 �� 55179（2番人気）
馬単票数 計 348284 的中 �� 11235（4番人気）
ワイド票数 計 669456 的中 �� 41064（2番人気）�� 26166（6番人気）�� 12678（14番人気）
3連複票数 計1347814 的中 ��� 25876（8番人気）
3連単票数 計1532186 的中 ��� 7135（24番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．1―14．0―13．5―12．3―12．1―11．6―11．3―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．5―35．6―49．6―1：03．1―1：15．4―1：27．5―1：39．1―1：50．4―2：01．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．6
1
3
14－（3，16）（7，6）9（1，8）12（2，4）（11，15）－（5，10）－13
14（6，13）（3，16，12）（7，9）（8，15）（1，11）4（2，5，10）

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

勝馬の
紹 介

ニューポート �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．7．22 函館4着

2016．2．13生 牡3黒鹿 母 ハッピーパレード 母母 メインスルー 11戦2勝 賞金 27，228，000円
〔制裁〕 レッドルーヴル号の騎手西村淳也は，決勝線手前で外側に斜行したことについて令和元年12月7日から令和元年12月

15日まで騎乗停止。（被害馬：4番・16番・12番）



（1中京4）第1日 11月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

186，400，000円
3，890，000円
17，640，000円
1，310，000円
20，020，000円
66，589，500円
4，160，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
368，321，800円
566，426，600円
138，651，200円
603，541，000円
305，632，300円
468，277，900円
899，757，100円
1，273，249，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，623，857，600円

総入場人員 14，332名 （有料入場人員 12，325名）
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