
3506112月15日 晴 良 （1中京4） 第6日 第1競走 ��
��1，800�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
1：54．8
1：50．9

重
不良

36 マカオンブラン 牡2鹿 55 松若 風馬關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 494＋ 41：54．8 9．4�
611 ヴェルテックス 牡2栗 55

54 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B532＋18 〃 クビ 11．2�
510 ハンメルフェスト 牡2黒鹿55 小牧 太�三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 548＋ 81：54．9� 7．4�
23 マーキュリーセブン 牡2黒鹿 55

52 ▲団野 大成ライオンレースホース� 高橋 義忠 浦河 浦河日成牧場 446＋ 61：55．0� 69．3�
59 ワイドレッジャドロ 牡2黒鹿 55

52 ▲亀田 温心幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 488± 01：55．21	 15．3	
35 ハイテイブルース 牡2栗 55 吉田 隼人中地賢次郎氏 田島 俊明 新冠 川上牧場 480－ 21：55．94 75．2

47 コパノラクラク 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 谷岡牧場 438＋ 41：56．75 19．2�
713 ペルルドール 牝2栗 54 中谷 雄太寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 478± 01：57．33� 3．9�
12 ハッピールーラ 牡2鹿 55 
島 克駿会田 裕一氏 長谷川浩大 新ひだか 三木田牧場 456＋ 8 〃 アタマ 8．0
48 � コスモコンクエスト 牡2栗 55 横山 武史 �ビッグレッドファーム 宗像 義忠 米 Godolphin &

Brenda Stewart 498－10 〃 アタマ 5．2�
612 クレアトゥール 牡2鹿 55 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 462＋ 2 〃 クビ 238．7�
816 ポールトゥウィン 牡2鹿 55 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 490＋ 21：57．51� 17．4�
815 ロッソモラーレ 牡2芦 55 岡部 誠 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 槇本牧場 448＋ 41：58．13� 35．2�

（愛知）

24 リモテソーロ 牡2鹿 55 北村 友一了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 新冠 つつみ牧場 514＋ 81：58．84 42．5�

11 サ ノ ノ ボ ス 牡2鹿 55
53 △斎藤 新佐野 信幸氏 斎藤 誠 日高 豊洋牧場 428＋ 22：02．4大差 33．4�

（15頭）
714 プロローグナンバー 牡2栗 55 杉原 誠人亀岡 和彦氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，130，400円 複勝： 30，703，500円 枠連： 10，393，300円
馬連： 38，814，300円 馬単： 18，654，600円 ワイド： 32，186，600円
3連複： 65，729，600円 3連単： 64，553，600円 計： 287，165，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 310円 � 380円 � 330円 枠 連（3－6） 5，110円

馬 連 �� 7，500円 馬 単 �� 14，030円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 1，240円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 14，060円 3 連 単 ��� 121，870円

票 数

単勝票数 差引計 261304（返還計 100） 的中 � 23357（5番人気）
複勝票数 差引計 307035（返還計 150） 的中 � 26780（4番人気）� 20411（7番人気）� 24841（5番人気）
枠連票数 差引計 103933（返還計 24） 的中 （3－6） 1576（22番人気）
馬連票数 差引計 388143（返還計 465） 的中 �� 4007（31番人気）
馬単票数 差引計 186546（返還計 161） 的中 �� 997（61番人気）
ワイド票数 差引計 321866（返還計 425） 的中 �� 3104（35番人気）�� 6806（13番人気）�� 3787（27番人気）
3連複票数 差引計 657296（返還計 1154） 的中 ��� 3505（48番人気）
3連単票数 差引計 645536（返還計 984） 的中 ��� 384（434番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．0―36．8―49．9―1：02．6―1：15．5―1：28．4―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マカオンブラン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．8．4 小倉6着

2017．3．23生 牡2鹿 母 フィヨルドクルーズ 母母 ライラアラウィ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 プロローグナンバー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ヴェルテックス号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。

サノノボス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ポールトゥウィン号の騎手藤岡康太は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヴェルテックス号は，令和元年12月16日から令和2年1月6日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔その他〕 サノノボス号は，1着馬がレコードタイムと同タイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ダリアメイリー号・ラニーノーズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3506212月15日 晴 良 （1中京4） 第6日 第2競走 ��1，900�3歳以上1勝クラス
発走10時25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
1：55．9
1：53．7

重
不良

69 タマモサンシーロ 牡3鹿 56
53 ▲亀田 温心タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 516± 02：00．1 5．2�

45 ヴィーヴァバッカス 牡4栗 57
55 △斎藤 新芹澤 精一氏 作田 誠二 様似 清水スタッド 470－ 62：00．2� 3．8�

56 ロードダヴィンチ 牡4鹿 57 横山 武史 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 524＋102：00．51� 17．3�
68 � ネルソンタッチ 牡3芦 56 高倉 稜谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 486－ 82：01．45 51．1�
711 ワ イ ズ ワ ン 牡4鹿 57

54 ▲団野 大成林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 B518＋ 62：01．61	 14．9�
22 ト ゥ ル ボ ー 牡3栗 56 
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 B496＋ 82：01．81	 11．7	
11 ミスターウインディ 牡6黒鹿57 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 えりも 能登 浩 506－ 42：02．01	 97．8

44 イシュタルゲート 牡3鹿 56 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 516＋ 8 〃 アタマ 2．5�
812 サーチュイン 牝3芦 54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 472－ 22：02．1クビ 143．6�
710 カイトセブン 牡4黒鹿57 菅原 隆一本田 恒雄氏 南田美知雄 むかわ 佐久間 孝司 502＋102：02．2� 117．0
57 キモンボーイ 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 514＋ 22：02．41 9．7�
813 ビービーゲイル 牡3鹿 56 荻野 極坂東 勝彦氏 中舘 英二 日高 クリアファーム 510＋ 22：03．78 174．6�
33 オウケンランボー 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 510＋ 42：03．8� 26．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，880，900円 複勝： 35，076，500円 枠連： 9，797，200円
馬連： 35，842，100円 馬単： 21，313，700円 ワイド： 31，450，400円
3連複： 55，725，900円 3連単： 76，129，700円 計： 290，216，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 150円 � 350円 枠 連（4－6） 360円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，420円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 28，500円

票 数

単勝票数 計 248809 的中 � 37802（3番人気）
複勝票数 計 350765 的中 � 44896（3番人気）� 76991（2番人気）� 20382（6番人気）
枠連票数 計 97972 的中 （4－6） 21033（1番人気）
馬連票数 計 358421 的中 �� 30368（3番人気）
馬単票数 計 213137 的中 �� 7493（8番人気）
ワイド票数 計 314504 的中 �� 24425（3番人気）�� 5340（17番人気）�� 5856（16番人気）
3連複票数 計 557259 的中 ��� 6720（23番人気）
3連単票数 計 761297 的中 ��� 1936（99番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―11．5―13．0―13．2―12．6―12．7―12．9―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．7―30．2―43．2―56．4―1：09．0―1：21．7―1：34．6―1：47．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモサンシーロ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．2．2 京都11着

2016．4．26生 牡3鹿 母 チャームドリーム 母母 ドリーミーアイ 9戦2勝 賞金 17，500，000円

第４回 中京競馬 第６日
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



3506312月15日 晴 良 （1中京4） 第6日 第3競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走10時55分 （500万円以下） （ダート・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
1：09．7
1：08．7

稍重
重

36 � カーンテソーロ 牡3栗 56
54 △斎藤 新了德寺健二ホール

ディングス� 竹内 正洋 仏
Dunmore Stud（Ire-
land）Ltd, Earl
Haras De L’Hotellerie

482＋ 21：12．1 4．9�
713 スナークスター 	3鹿 56 中井 裕二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 468＋ 41：12．31 3．8�
12 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 B536＋ 21：12．83 4．6�
35 レイトブルーミング 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 442－ 4 〃 クビ 19．4�
59 メイショウハート 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心松本 好�氏 中内田充正 新冠 タニグチ牧場 482＋ 61：13．11
 7．5	
23 アリエスムーン 牝8青鹿55 加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 460＋101：13．63 94．6

11 ナ デ ィ ア 牝4鹿 55 �島 克駿�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422＋ 21：13．8
 17．7�
24 � サンマルスイート 牝5黒鹿55 江田 照男相馬 勇氏 中野 栄治 日高 三城牧場 476＋20 〃 ハナ 124．1�
611 アドマイヤロマン 牡6栗 57 藤井勘一郎近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 506＋14 〃 クビ 34．4
510 ウェーブガイア 牝4栗 55

54 ☆川又 賢治万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 450＋ 21：13．9クビ 13．7�
815 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 478＋ 41：14．0
 11．3�
612 メイショウバンダイ 牡6栗 57 横山 武史松本 和子氏 長谷川浩大 浦河 斉藤英牧場 470＋181：14．1 83．0�
48 シェヴェルニー 牝6黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 436± 01：14．2 164．3�
47 � セイウンコービー 牡3鹿 56 岡部 誠西山 茂行氏 森 秀行 米 Woodford

Thoroughbreds 544＋26 〃 クビ 25．4�
（愛知）

714 メイショウブレナム 牡5栗 57 横山 和生松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 488＋ 81：14．73 31．1�
816� キュウドウクン 牡3鹿 56 松若 風馬冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. 478＋121：14．91 30．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，525，800円 複勝： 37，899，600円 枠連： 11，212，000円
馬連： 39，011，500円 馬単： 18，633，400円 ワイド： 37，616，800円
3連複： 62，907，500円 3連単： 62，822，200円 計： 297，628，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 150円 � 180円 枠 連（3－7） 940円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 330円 �� 410円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 10，370円

票 数

単勝票数 計 275258 的中 � 44190（3番人気）
複勝票数 計 378996 的中 � 59305（2番人気）� 67315（1番人気）� 51897（3番人気）
枠連票数 計 112120 的中 （3－7） 9198（4番人気）
馬連票数 計 390115 的中 �� 23553（3番人気）
馬単票数 計 186334 的中 �� 4683（6番人気）
ワイド票数 計 376168 的中 �� 29310（1番人気）�� 23019（3番人気）�� 26187（2番人気）
3連複票数 計 629075 的中 ��� 26926（1番人気）
3連単票数 計 628222 的中 ��� 4390（6番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．0―47．2―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カーンテソーロ �
�
父 Siyouni �

�
母父 Pennekamp デビュー 2018．11．10 京都9着

2016．2．10生 牡3栗 母 Pennegale 母母 Gale Warning 8戦2勝 賞金 16，450，000円
※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 ヴィヴィアナガール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3506412月15日 晴 良 （1中京4） 第6日 第4競走 3，000�障害3歳以上未勝利
発走11時25分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：16．2良

69 フライクーゲル 牡3鹿 58 小野寺祐太水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 488－ 63：21．7 5．8�
712 ヨコスカダンディー 牡3栗 58 草野 太郎 �高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 464± 03：23．29 201．2�
45 � シゲルアメジスト 牡3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 王蔵牧場 474＋123：23．62� 38．0�
34 ディオーネプリンス 牡3鹿 58 熊沢 重文齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 482＋143：23．81 6．4�
58 ブルーガーディアン 牡7黒鹿60 石神 深一 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 496＋ 43：24．12 3．4	
33 シゲルコング 牡5鹿 60 上野 翔森中 蕃氏 田中 清隆 新ひだか 増本 良孝 522＋143：24．2クビ 16．9

711 シックガニアン 牡3鹿 58 山本 康志 �ブルースターズファーム 松永 康利 浦河 山田牧場 470＋ 2 〃 クビ 66．7�
610 ストロングヘヴン �3青 58 大庭 和弥天堀 忠博氏 松永 康利 日高 門別 敏朗 526－ 23：24．41 103．0�
46 オールインワン 牡6鹿 60 北沢 伸也 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 498± 03：25．88 9．2
57 ブ シ ョ ウ �4栗 60 伴 啓太�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466－ 63：27．410 57．3�
22 ヴェルトゥアル 牡4鹿 60 五十嵐雄祐 �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 482＋ 23：29．7大差 19．1�
11 ブレイヴバローズ 牡5黒鹿60 西谷 誠猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 486＋10 （競走中止） 4．4�
813 ロードスター 牡6栗 60 金子 光希ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋20 （競走中止） 8．9�
814 ブルベアトーノ 牡3鹿 58 佐久間寛志 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 長浜 秀昭 512＋ 4 （競走中止） 154．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，072，600円 複勝： 23，320，200円 枠連： 9，321，900円
馬連： 30，418，100円 馬単： 18，120，800円 ワイド： 24，331，900円
3連複： 54，808，700円 3連単： 65，181，600円 計： 245，575，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 3，510円 � 840円 枠 連（6－7） 8，010円

馬 連 �� 49，830円 馬 単 �� 88，820円

ワ イ ド �� 12，450円 �� 2，140円 �� 29，130円

3 連 複 ��� 236，240円 3 連 単 ��� 1，575，220円

票 数

単勝票数 計 200726 的中 � 27360（3番人気）
複勝票数 計 233202 的中 � 38947（2番人気）� 1447（14番人気）� 6472（9番人気）
枠連票数 計 93219 的中 （6－7） 901（24番人気）
馬連票数 計 304181 的中 �� 473（59番人気）
馬単票数 計 181208 的中 �� 153（120番人気）
ワイド票数 計 243319 的中 �� 500（60番人気）�� 2998（23番人気）�� 213（80番人気）
3連複票数 計 548087 的中 ��� 174（227番人気）
3連単票数 計 651816 的中 ��� 30（1297番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 53．7－3F 41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
1－（13，12）－5，11（10，6）（9，8）（4，3，2）＝7
1＝12＝5－9－6（10，11，3）－（4，8）＝7，2

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

勝馬の
紹 介

フライクーゲル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．8．12 札幌4着

2016．4．9生 牡3鹿 母 ドリームキセキ 母母 ドリームロッチ 障害：2戦1勝 賞金 8，580，000円
〔競走中止〕 ブルベアトーノ号は，1周目4号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ロードスター号は，競走中に疾病〔両第1指関節開放性脱臼〕を発症したため2周目2号障害〔ハードル〕手前で競走中
止。
ブレイヴバローズ号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

※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 アグネスフォルテ号・オールマイト号・ケイブルグラム号・ニシノオクタゴン号・ブライトエンパイア号



3506512月15日 晴 良 （1中京4） 第6日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時15分 （ダート・左）

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
1：54．8
1：50．9

重
不良

66 メイショウダジン 牡2栗 55
52 ▲団野 大成松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 482 ―1：57．8 3．7�

11 ファクトベース 牡2鹿 55 横山 武史 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 496 ―1：58．11� 9．9�
22 グシチャンノカゼ 牡2黒鹿55 北村 友一眞保榮 稔氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 480 ―1：58．2クビ 10．4�
55 レッドカルム 牝2黒鹿54 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 524 ―1：58．52 4．1�
33 グエルリエーロ 牡2鹿 55 �島 克駿�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 468 ―1：59．35 14．8	
77 エールブラーヴ 牡2黒鹿 55

53 △斎藤 新佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 472 ―1：59．4� 8．9

88 カプリシャス 牝2芦 54 松若 風馬安原 浩司氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 474 ―1：59．71� 32．9�
44 タイキザモーメント 牡2鹿 55 太宰 啓介�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 508 ―2：00．23 3．9�
89 ラブロッソー 牝2青鹿54 菱田 裕二増田 陽一氏 星野 忍 新冠 新冠橋本牧場 488 ―2：02．3大差 50．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，406，100円 複勝： 25，472，100円 枠連： 6，122，600円
馬連： 30，499，900円 馬単： 19，914，400円 ワイド： 24，871，600円
3連複： 43，987，600円 3連単： 75，825，400円 計： 255，099，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 260円 � 270円 枠 連（1－6） 2，250円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 680円 �� 650円 �� 960円

3 連 複 ��� 5，820円 3 連 単 ��� 29，530円

票 数

単勝票数 計 284061 的中 � 63201（1番人気）
複勝票数 計 254721 的中 � 48883（3番人気）� 22770（5番人気）� 22152（6番人気）
枠連票数 計 61226 的中 （1－6） 2105（8番人気）
馬連票数 計 304999 的中 �� 11833（8番人気）
馬単票数 計 199144 的中 �� 4525（11番人気）
ワイド票数 計 248716 的中 �� 9441（10番人気）�� 9988（9番人気）�� 6500（14番人気）
3連複票数 計 439876 的中 ��� 5665（23番人気）
3連単票数 計 758254 的中 ��� 1861（113番人気）

ハロンタイム 13．5―12．5―14．3―13．8―13．2―13．0―13．0―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―26．0―40．3―54．1―1：07．3―1：20．3―1：33．3―1：45．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウダジン �
�
父 トランセンド �

�
母父 アドマイヤマックス 初出走

2017．4．8生 牡2栗 母 エメラルドタワー 母母 フルーツマーケット 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3506612月15日 晴 良 （1中京4） 第6日 第6競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走12時45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
1：21．5
1：20．3

良
良

714 シーシーサザン 牝2黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 440－ 21：22．2 9．0�

24 エーティーメジャー 牡2鹿 55 荻野 極荒木 徹氏 湯窪 幸雄 むかわ 上水牧場 484＋ 21：22．51� 17．4�
713� デトロイトテソーロ 牝2黒鹿54 菱田 裕二了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 米 Blackstone
Farm LLC 470＋ 21：22．6	 4．7�

816 キ ー ダ イ ヤ 牝2鹿 54 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 浦河 谷川牧場 440± 0 〃 クビ 3．4�
817 ソニックベガ 牝2黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 アタマ 6．3	
612 ラッキータカチャン 牡2鹿 55 松田 大作奥田 貴敏氏 高橋 康之 新冠 三村 卓也 450＋ 61：22．7	 35．3

23 フィナールショコラ 牝2黒鹿54 横山 武史吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 414－ 61：22．8	 14．7�
510 メイショウヴンダー 牡2青鹿 55

52 ▲団野 大成松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 434－ 21：23．12 176．3�
48 ペイシャフェアリー 牝2栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 456± 0 〃 ハナ 72．5
59 ネクストエピソード 牝2鹿 54

52 △斎藤 新ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 388－ 21：23．2	 44．2�

47 タガノオボロ 牝2鹿 54 
島 克駿八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 434－14 〃 ハナ 15．7�

815 プロークルサートル 牡2鹿 55 松若 風馬前田 幸貴氏 佐々木晶三 浦河 上山牧場 512＋24 〃 クビ 20．2�
36 � ヴァンデリオン 牡2栗 55 岡部 誠村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 490＋ 61：23．3クビ 219．3�
（愛知）

611 ヤサカパフィー 牝2鹿 54 横山 和生志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 イワミ牧場 470＋ 81：23．51	 473．1�
12 ピンポンダッシュ 牝2黒鹿54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新ひだか 飛野牧場 426＋ 41：23．71 92．2�
35 マイレリーフ 牝2鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 426－ 4 〃 ハナ 14．9�
11 テイエムイダテン 牡2鹿 55 吉田 隼人竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 462－ 6 〃 アタマ 47．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 38，471，200円 複勝： 56，857，400円 枠連： 17，803，300円
馬連： 50，102，900円 馬単： 26，073，300円 ワイド： 47，669，600円
3連複： 78，757，900円 3連単： 85，593，500円 計： 401，329，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 280円 � 560円 � 200円 枠 連（2－7） 1，440円

馬 連 �� 8，840円 馬 単 �� 18，250円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 680円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 11，250円 3 連 単 ��� 93，310円

票 数

単勝票数 計 384712 的中 � 35858（4番人気）
複勝票数 計 568574 的中 � 52652（4番人気）� 22474（8番人気）� 84732（3番人気）
枠連票数 計 178033 的中 （2－7） 9542（5番人気）
馬連票数 計 501029 的中 �� 4390（33番人気）
馬単票数 計 260733 的中 �� 1071（63番人気）
ワイド票数 計 476696 的中 �� 5706（24番人気）�� 18862（4番人気）�� 9502（14番人気）
3連複票数 計 787579 的中 ��� 5247（34番人気）
3連単票数 計 855935 的中 ��� 665（299番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．8―47．0―58．6―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーシーサザン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．10．27 新潟3着

2017．1．19生 牝2黒鹿 母 センシュアルドレス 母母 ジェミードレス 4戦1勝 賞金 7，550，000円
※出走取消馬 ブルーパー号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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 ホトダニー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3506712月15日 晴 良 （1中京4） 第6日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）（500万円以下）

若手騎手；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
1：47．6
1：47．6

重
重

710 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 486＋ 61：53．9 2．5�

22 ハギノアトラス 牡3栗 56 �島 克駿安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 492＋16 〃 ハナ 8．4�
11 テンペスタージ 牡3鹿 56 横山 武史�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 456＋ 6 〃 クビ 15．1�
69 スズノアリュール 牡4鹿 57 松若 風馬新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 486＋ 21：54．32 24．2�
68 モウカッテル 牡6鹿 57 荻野 極田中 邦彦氏 森 秀行 日高 沖田牧場 464± 01：55．47 14．5�
45 ハーベストゴールド 牡3栗 56

53 ▲大塚 海渡平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 坂東ファーム 454＋ 81：55．5� 40．2	
711 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 B456－ 21：56．03 163．2

57 ミリオンドリームズ 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成飯田 正剛氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 522＋ 21：56．32 4．3�
56 メイショウカクウン 牡4青鹿 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 458± 01：56．51� 61．0�
813 ダンツスピリット 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 478－ 61：56．71 194．8
812 ア イ タ イ 牡3栗 56 加藤 祥太平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 B516＋ 41：57．12� 19．2�
33 ヤマニンルサリー 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子土井 肇氏 稲垣 幸雄 新冠 錦岡牧場 462－ 91：57．41� 24．3�
44 � ヴィーヴァマーレ 牡4青 57

55 △斎藤 新芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 原口牧場 468＋ 2 〃 クビ 5．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，638，300円 複勝： 35，163，200円 枠連： 10，575，900円
馬連： 42，290，300円 馬単： 24，756，100円 ワイド： 36，473，300円
3連複： 62，821，200円 3連単： 83，328，800円 計： 324，047，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 270円 � 290円 枠 連（2－7） 1，490円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 540円 �� 730円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 19，700円

票 数

単勝票数 計 286383 的中 � 90175（1番人気）
複勝票数 計 351632 的中 � 81757（1番人気）� 29959（4番人気）� 26339（6番人気）
枠連票数 計 105759 的中 （2－7） 5496（5番人気）
馬連票数 計 422903 的中 �� 20777（4番人気）
馬単票数 計 247561 的中 �� 6857（7番人気）
ワイド票数 計 364733 的中 �� 18172（3番人気）�� 12803（7番人気）�� 6064（20番人気）
3連複票数 計 628212 的中 ��� 9355（15番人気）
3連単票数 計 833288 的中 ��� 3066（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．3―49．0―1：01．7―1：14．5―1：27．5―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オウケンスターダム �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2016．6．11 東京5着

2014．3．20生 牡5鹿 母 メロウメロディ 母母 シスタースルー 26戦2勝 賞金 31，828，000円

3506812月15日 晴 良 （1中京4） 第6日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳54�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
1：58．3
1：56．1

良
良

47 ウインラナキラ 牝4鹿 55 松若 風馬�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 408－ 22：00．8 17．0�
11 ナ ル ハ ヤ 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 494＋ 22：00．9� 5．7�
59 ペ レ 牝3黒鹿54 吉田 隼人�NICKS 奥村 武 安平 ノーザンファーム 446－ 8 〃 クビ 2．8�
612 レオンドーロ 牝3黒鹿54 横山 武史 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 22：01．0� 9．4�
36 エリンズロマーネ 牝4栗 55 秋山真一郎吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 498＋ 2 〃 クビ 10．8	
817 ゲンティアナ 牝3鹿 54

52 △斎藤 新吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 428＋ 6 〃 ハナ 44．4

818 メトロポール 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Godolphin 484＋ 42：01．1クビ 10．8�
713 リ ゼ ブ ル ー 牝3芦 54

51 ▲団野 大成飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 490＋10 〃 クビ 90．1�
816 アオイプリンセス 牝6鹿 55 中谷 雄太新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 462＋ 62：01．2クビ 10．4
611 アドマイヤローザ 牝5芦 55 北村 友一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 14．6�
12 ジャストマリッジ 牝3栗 54 藤懸 貴志 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 新ひだか カタオカフアーム 424－ 82：01．41� 40．6�
48 グルファクシー 牝3栗 54 藤岡 康太�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 82：01．61� 10．9�
23 フ ラ ル 牝3鹿 54 岡部 誠�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 82：02．02� 37．8�
（愛知）

510 アトムアストレア 牝4鹿 55
52 ▲大塚 海渡永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 460－ 62：02．1クビ 283．2�

715 ウインプライマリー 牝4鹿 55 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 22：02．52� 155．0�
24 フィブロライト 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 428＋ 62：02．81� 196．7�
714 ビスタストリカ 牝3鹿 54 荻野 極 �キャロットファーム 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋142：03．33 53．0�
35 マイキューティー 牝3青鹿54 �島 克駿杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 450－102：03．72� 232．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，975，700円 複勝： 58，657，700円 枠連： 16，671，500円
馬連： 65，343，100円 馬単： 29，715，200円 ワイド： 56，356，100円
3連複： 104，844，900円 3連単： 115，854，100円 計： 490，418，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 420円 � 200円 � 160円 枠 連（1－4） 1，790円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 9，430円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 980円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 32，250円

票 数

単勝票数 計 429757 的中 � 20108（9番人気）
複勝票数 計 586577 的中 � 28349（9番人気）� 79241（2番人気）� 115692（1番人気）
枠連票数 計 166715 的中 （1－4） 7211（10番人気）
馬連票数 計 653431 的中 �� 12631（13番人気）
馬単票数 計 297152 的中 �� 2362（32番人気）
ワイド票数 計 563561 的中 �� 9792（16番人気）�� 14086（9番人気）�� 43946（1番人気）
3連複票数 計1048449 的中 ��� 20973（5番人気）
3連単票数 計1158541 的中 ��� 2604（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．0―35．1―47．6―1：00．5―1：13．1―1：25．4―1：37．2―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．4
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ウインラナキラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2017．11．3 京都7着

2015．2．17生 牝4鹿 母 コスモプラチナ 母母 グレースマリヤ 22戦2勝 賞金 34，520，000円
※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 イルマタル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3506912月15日 晴 良 （1中京4） 第6日 第9競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時15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 1，500，000
1，500，000

円
円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

35 ナンゴクアイネット 牝4鹿 55 中谷 雄太渡 義光氏 �島 一歩 新冠 つつみ牧場 462± 01：08．8 28．7�
714 アングルティール 牝4黒鹿55 国分 恭介�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B432－ 4 〃 ハナ 13．4�
713	 クーファウェヌス 牝4栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 492＋101：08．9
 12．0�
816 サンキューユウガ 牡3青鹿56 藤岡 康太田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 今 牧場 516－ 2 〃 同着 1．9�
36 ス キ ッ プ 牡3黒鹿56 岡部 誠�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468－ 2 〃 クビ 20．0�

（愛知）

12 アーズローヴァー 牝3鹿 54 吉田 隼人 	キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 452＋101：09．0� 17．5

23 	 デルマカトリーナ 牝3鹿 54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 436＋ 81：09．1
 72．8�
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 B466＋ 4 〃 ハナ 10．2�
612 グッドレイズ 牡3栗 56 �島 克駿杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 500＋101：09．2� 13．4
47 イリスファルコン 牝5鹿 55 横山 和生菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 432＋ 41：09．3
 41．5�
510 アセンダント 牝3鹿 54 荻野 極 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 462＋221：09．51
 28．9�
48 ロードスパイダー 牡3鹿 56 横山 武史 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B470＋101：09．6クビ 18．8�
715 ウインアイルビータ 牝3栗 54

52 △斎藤 新�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 2 〃 アタマ 71．2�
817 メイショウベルボン 牝5栗 55

52 ▲藤田菜七子松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 462＋ 41：09．81 13．8�
59 � タカミツリリー 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士	アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 462＋ 41：09．9� 114．6�
818� クリノカサット 牝4栗 55

52 ▲団野 大成栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 466＋181：10．11 248．4�
24 トウケイココノエ 牝3芦 54 藤懸 貴志木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 520－161：10．2
 229．6�
11 マリアバローズ 牝4黒鹿55 北村 友一猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 442－ 21：11．26 30．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，958，800円 複勝： 60，881，800円 枠連： 23，154，900円
馬連： 67，891，800円 馬単： 35，097，100円 ワイド： 62，688，800円
3連複： 108，580，900円 3連単： 129，509，400円 計： 534，763，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，870円 複 勝 � 370円 � 220円 �
�

180円
110円 枠 連（3－7） 2，560円

馬 連 �� 8，090円 馬 単 �� 25，350円

ワ イ ド �� 1，800円 ��
��

1，990円
510円

��
��

1，090円
290円

3 連 複 ���
���

16，010円
4，560円 3 連 単 ���

���
125，450円
42，310円

票 数

単勝票数 計 469588 的中 � 13050（10番人気）
複勝票数 計 608818 的中 �

�
20722
189418

（11番人気）
（1番人気）

� 41198（5番人気）� 55875（2番人気）

枠連票数 計 231549 的中 （3－7） 6991（10番人気）
馬連票数 計 678918 的中 �� 6500（19番人気）
馬単票数 計 350971 的中 �� 1038（87番人気）
ワイド票数 計 626888 的中 ��

��
4944
8415
（30番人気）
（17番人気）

��
��

4444
39778

（38番人気）
（1番人気）

�� 19410（7番人気）

3連複票数 計1085809 的中 ��� 2528（100番人気） ��� 8963（24番人気）
3連単票数 計1295094 的中 ��� 374（729番人気） ��� 1110（248番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―11．3―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．4―45．7―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．4
3 10（8，15）（3，17）（5，13，14）18（2，6，9，11）－16（4，12）7－1 4 10（3，8，15）17（5，13，14）2（6，9，18）11，16（4，12）7－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナンゴクアイネット �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2017．9．30 阪神2着

2015．2．28生 牝4鹿 母 オーデコロン 母母 マ キ ー ナ 16戦2勝 賞金 24，520，000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） 2頭 セイウンアカマイ号・パールズベスト号
（非抽選馬） 2頭 サンライズマジック号・レガ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3507012月15日 晴 良 （1中京4） 第6日 第10競走 ��
��1，400�

かんつばき

寒 椿 賞
発走14時50分 （ダート・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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：24．3
1：23．0

良
重

59 コ パ シ ー ナ �2栗 55 吉田 隼人椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 486＋ 41：25．0 13．9�
47 オヌシナニモノ 牡2鹿 55 藤岡 康太ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 460－ 2 〃 ハナ 7．3�
12 テーオーケインズ 牡2栗 55 �島 克駿小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 482－12 〃 クビ 5．4�
23 	 ヘルシャフト 牡2栗 55 荻野 極 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Colts, LLC 506－121：25．1
 9．0�
510 ティートラップ 牡2鹿 55 秋山真一郎深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 450＋ 21：25．52� 17．4�
611 ムーランアンディゴ 牡2鹿 55 丸田 恭介村上 卓史氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 466－161：25．71� 37．6	
36 ダイシンイナリ 牡2鹿 55 松田 大作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508＋ 41：25．9
 49．7

11 タイセイポリシー 牡2黒鹿55 横山 武史田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 上野 正恵 482＋161：26．11� 22．8�
612 ケイアイワイプ 牡2栗 55 国分 恭介亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 高昭牧場 478± 01：26．2クビ 5．7�
713 ウ ー ゴ 牡2鹿 55 藤井勘一郎�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 81：26．62� 3．4
714 ソングオブザハート 牝2鹿 54 川又 賢治幅田 昌伸氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 418± 0 〃 クビ 105．8�
24 ケイツーキナ 牝2鹿 54 江田 照男楠本 勝美氏 大江原 哲 新冠 樋渡 志尚 466＋ 61：27．02� 68．6�
48 ボギータイサ 牡2芦 55 菱田 裕二原 子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 21：27．21� 99．7�
816� フクダイトウリョウ 牡2黒鹿55 岡部 誠小菅 誠氏 角田 輝也 新ひだか 千代田牧場 510－ 21：27．51� 266．5�

（愛知） （愛知）

35 エールヴィオレ 牝2栗 54 中井 裕二佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 440＋ 21：28．24 120．3�
815 エコロアーサー 牡2栗 55 藤田菜七子原村 正紀氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 458－ 21：28．41 49．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，001，300円 複勝： 67，194，700円 枠連： 23，139，200円
馬連： 101，063，400円 馬単： 44，599，600円 ワイド： 68，891，400円
3連複： 144，272，700円 3連単： 176，531，600円 計： 681，693，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 320円 � 200円 � 190円 枠 連（4－5） 2，090円

馬 連 �� 5，280円 馬 単 �� 10，820円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 1，330円 �� 580円

3 連 複 ��� 7，450円 3 連 単 ��� 55，620円

票 数

単勝票数 計 560013 的中 � 34138（6番人気）
複勝票数 計 671947 的中 � 47487（6番人気）� 92384（4番人気）� 102216（2番人気）
枠連票数 計 231392 的中 （4－5） 8570（13番人気）
馬連票数 計1010634 的中 �� 14810（20番人気）
馬単票数 計 445996 的中 �� 3090（40番人気）
ワイド票数 計 688914 的中 �� 10611（20番人気）�� 12987（15番人気）�� 32446（5番人気）
3連複票数 計1442727 的中 ��� 14514（23番人気）
3連単票数 計1765316 的中 ��� 2301（181番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．7―35．6―47．9―1：00．6―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ パ シ ー ナ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2019．9．29 中山6着

2017．4．25生 �2栗 母 ダッシングハニー 母母 ラストヒット 4戦2勝 賞金 17，364，000円
〔発走状況〕 フクダイトウリョウ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 テーオーケインズ号の騎手�島克駿は，4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）

ムーランアンディゴ号の騎手丸田恭介は，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：13番）
〔調教再審査〕 フクダイトウリョウ号は，発走調教再審査。
※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） 5頭 アルコレーヌ号・オーロラテソーロ号・プロヴィデンス号・メイショウアゴニカ号・レディオマジック号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目



3507112月15日 晴 良 （1中京4） 第6日 第11競走 ��
��1，200�

はままつ

浜松ステークス
発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．12．15以降1．12．8まで1回以上出走馬，除未
出走馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

36 ナランフレグ 牡3栗 54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 476＋ 21：08．2 5．6�
714� プリディカメント 牝4黒鹿52 藤岡 康太ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 21：08．62� 5．4�
611 タケショウベスト 牝5鹿 52 団野 大成�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 472－ 41：08．7� 33．8�
612 キアロスクーロ 	6黒鹿56 横山 武史水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 508± 0 〃 ハナ 14．5�
11 ビ リ ー バ ー 牝4黒鹿53 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 464－ 21：08．8� 21．1�
59 ア リ ン ナ 牝5鹿 52 
島 克駿 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 4 〃 アタマ 124．8

23 スリーケープマンボ 	4鹿 55 松田 大作永井商事	 武 英智 浦河 信岡牧場 B492＋121：08．9� 14．1�
48 エイティーンガール 牝3青鹿54 秋山真一郎中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 452＋ 2 〃 ハナ 4．3�
713 ニシノキントウン 牡4黒鹿53 岡部 誠西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 466＋ 2 〃 同着 89．9

（愛知）

815 ニシオボヌール 	7黒鹿54 藤井勘一郎三宅 勝俊氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 500＋ 61：09．0� 24．8�
817 ジョーマンデリン 牝3芦 54 吉田 隼人上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 488－ 2 〃 クビ 9．5�
47 イサチルホープ 牡7栗 55 菱田 裕二小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 486＋181：09．1クビ 45．7�
24 イッツクール 牡3栗 53 藤田菜七子久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B478＋ 21：09．2� 29．5�
12 ナンヨーアミーコ 牡6栗 56 北村 友一中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 438－ 21：09．3� 35．4�
35 エンゲージリング 牝4芦 53 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 486± 01：09．51� 15．1�
510 ブリッツアウェイ 牝3黒鹿53 松若 風馬吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 450＋121：09．92� 7．9�
816 ラフィングマッチ 牡4栗 54 太宰 啓介	ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 B488－ 61：10．96 157．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 73，333，700円 複勝： 98，850，200円 枠連： 50，179，400円
馬連： 213，996，600円 馬単： 84，126，000円 ワイド： 131，127，700円
3連複： 351，502，600円 3連単： 403，059，900円 計： 1，406，176，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 240円 � 250円 � 600円 枠 連（3－7） 1，420円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 770円 �� 2，920円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 21，390円 3 連 単 ��� 92，730円

票 数

単勝票数 計 733337 的中 � 104375（3番人気）
複勝票数 計 988502 的中 � 113957（2番人気）� 113233（3番人気）� 36649（11番人気）
枠連票数 計 501794 的中 （3－7） 27243（4番人気）
馬連票数 計2139966 的中 �� 89936（4番人気）
馬単票数 計 841260 的中 �� 15930（10番人気）
ワイド票数 計1311277 的中 �� 46145（4番人気）�� 11273（38番人気）�� 9664（44番人気）
3連複票数 計3515026 的中 ��� 12323（67番人気）
3連単票数 計4030599 的中 ��� 3151（285番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―11．3―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―45．7―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．8
3 4（3，7，10，16）（8，15）（5，17）13（1，11，6）9，14－12－2 4 4（7，10）（3，16）（8，15）17，5（1，11，13）6，9，14，12，2

勝馬の
紹 介

ナランフレグ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．10．8 東京1着

2016．4．5生 牡3栗 母 ケリーズビューティ 母母 ビューティークロス 12戦4勝 賞金 61，063，000円
〔制裁〕 アリンナ号の騎手
島克駿は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3507212月15日 晴 良 （1中京4） 第6日 第12競走 ��
��2，200�

お わ り

尾 張 特 別
発走16時10分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

811 タイセイモナーク 牡3鹿 55 吉田 隼人田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：11．9 4．4�
78 コ ー カ ス 牡5鹿 57 岡田 祥嗣ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512± 0 〃 クビ 3．8�
67 ヒルノダカール 牡3青鹿55 松田 大作�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 524－ 42：12．11� 5．2�
66 アルファライズ 牝3青鹿53 斎藤 新松岡 隆雄氏 安田 隆行 洞	湖 レイクヴィラファーム 448＋ 62：12．52� 20．0�
11 ラクローチェ 牡3鹿 55 秋山真一郎畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 456－ 22：12．6� 6．5�
810 ブラックジェイド 牡5黒鹿57 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 530－ 22：12．92 5．8	
22 アグネスリバティ 牡6黒鹿57 中井 裕二渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 492＋102：13．32 6．9

79 ロードストライク 牡3栗 55 横山 武史 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 4 〃 ハナ 35．4�
44 ウインスラーヴァ 牡4鹿 57 岡部 誠�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 480＋ 62：14．04 76．2�

（愛知）

55 オペラハット 牡8鹿 57 松若 風馬小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 474＋ 42：14．31
 149．7
33 ギ ラ ー ミ ン �4栗 57 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 494－ 6 〃 クビ 207．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 64，253，800円 複勝： 72，482，900円 枠連： 24，835，000円
馬連： 119，102，100円 馬単： 54，834，400円 ワイド： 78，618，200円
3連複： 160，303，900円 3連単： 274，695，300円 計： 849，125，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 130円 � 180円 枠 連（7－8） 410円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 310円 �� 330円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 10，680円

票 数

単勝票数 計 642538 的中 � 116813（2番人気）
複勝票数 計 724829 的中 � 119753（2番人気）� 157973（1番人気）� 93416（4番人気）
枠連票数 計 248350 的中 （7－8） 46549（1番人気）
馬連票数 計1191021 的中 �� 97061（1番人気）
馬単票数 計 548344 的中 �� 20592（4番人気）
ワイド票数 計 786182 的中 �� 66678（1番人気）�� 60791（2番人気）�� 48465（5番人気）
3連複票数 計1603039 的中 ��� 76446（4番人気）
3連単票数 計2746953 的中 ��� 18630（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―23．4―34．6―47．4―59．9―1：12．1―1：24．0―1：36．0―1：47．8―1：59．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイモナーク �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．8．5 小倉15着

2016．1．30生 牡3鹿 母 ア ソ ル ー タ 母母 フレンチバレリーナ 17戦3勝 賞金 41，371，000円
〔制裁〕 コーカス号の騎手岡田祥嗣は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
※オペラハット号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（1中京4）第6日 12月15日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

200，850，000円
7，780，000円
18，390，000円
1，410，000円
22，180，000円
75，436，500円
5，416，800円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
477，648，600円
602，559，800円
213，206，200円
834，376，100円
395，838，600円
632，282，400円
1，294，243，400円
1，613，085，100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 6，063，240，200円

総入場人員 17，681名 （有料入場人員 15，450名）



令和1年度 第4回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，029頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，429，780，000円
19，440，000円
107，930，000円
14，140，000円
164，070，000円
9，000，000円
433，166，500円
32，306，200円
9，878，400円

勝馬投票券売得金
3，261，606，400円
4，433，197，900円
1，482，427，800円
6，566，087，700円
3，004，629，100円
4，651，233，800円
10，555，051，400円
14，962，445，900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 48，916，680，000円

総入場延人員 111，028名 （有料入場延人員 98，529名）
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