
3502512月12日 晴 良 （2中京3） 第3日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時00分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：12．2
1：10．2

良
不良

11 ラストバリオン 牡2鹿 55 C．ルメール 中辻 明氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 494＋ 61：13．3 1．8�
68 マーチャンフェイス 牝2鹿 54 松山 弘平 STレーシング 新谷 功一 新ひだか 木村 秀則 448± 01：13．51� 16．3�
55 シエルブルー 牡2鹿 55

54 ☆団野 大成 �YGGホースクラブ 渡辺 薫彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 468－ 21：13．6� 4．4�

79 カンタベリーマッハ 牡2鹿 55 伴 啓太峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 500－ 41：13．8� 117．3�
812 スマートネクタル 牝2鹿 54

53 ☆森 裕太朗大川 徹氏 吉田 直弘 日高 本間牧場 454－ 21：13．9� 23．8�
22 キ ン バ 牡2栃栗 55

54 ☆富田 暁ケーエスHD 武 英智 新ひだか 前谷 武志 438＋ 2 〃 クビ 7．8	
33 ファイヤービート 牡2鹿 55 吉田 隼人長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 446± 01：14．21� 18．8

56 レピュテーション 牝2黒鹿54 水口 優也 �グランデオーナーズ 大和田 成 新ひだか 斉藤スタッド 398－ 81：14．94 471．0�
67 タ カ チ ホ 牝2黒鹿54 丹内 祐次高橋 文男氏 尾形 和幸 新冠 村上 欽哉 466＋ 61：15．0� 155．5�
44 インディナート 牝2黒鹿54 岩田 康誠梶本 尚嗣氏 浅見 秀一 新ひだか タガミファーム B442－ 61：15．1クビ 8．1
710 パワポケゴー 牡2栗 55 黛 弘人柳原 達也氏 中野 栄治 えりも 寺井 文秀 468－ 41：17．0大差 481．5�

（11頭）
811 アニマルダンジ 牡2栗 55

53 △山田 敬士西村新一郎氏 和田 雄二 鹿児島 釘田 義美 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 35，464，000円 複勝： 73，242，500円 枠連： 5，597，400円
馬連： 36，208，000円 馬単： 25，085，500円 ワイド： 39，996，300円
3連複： 59，209，300円 3連単： 106，822，800円 計： 381，625，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 220円 � 120円 枠 連（1－6） 1，030円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 410円 �� 180円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 5，520円

票 数

単勝票数 差引計 354640（返還計 200） 的中 � 160989（1番人気）
複勝票数 差引計 732425（返還計 144） 的中 � 376739（1番人気）� 37011（5番人気）� 110954（2番人気）
枠連票数 差引計 55974（返還計 12） 的中 （1－6） 4185（4番人気）
馬連票数 差引計 362080（返還計 520） 的中 �� 22914（4番人気）
馬単票数 差引計 250855（返還計 383） 的中 �� 11730（5番人気）
ワイド票数 差引計 399963（返還計 535） 的中 �� 21980（6番人気）�� 73404（1番人気）�� 13195（10番人気）
3連複票数 差引計 592093（返還計 1798） 的中 ��� 35339（4番人気）
3連単票数 差引計1068228（返還計 2421） 的中 ��� 14019（14番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．5―12．0―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラストバリオン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．11．1 京都4着

2018．5．5生 牡2鹿 母 サティーヌアロム 母母 ホームスイートホーム 3戦1勝 賞金 8，200，000円
〔出走取消〕 アニマルダンジ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※パワポケゴー号・レピュテーション号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3502612月12日 晴 良 （2中京3） 第3日 第2競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走10時30分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

710 ク レ デ ン ザ 牝3芦 54 坂井 瑠星�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 448± 01：53．7 4．9�
79 ラヴィンフォール 牝3青鹿54 岩田 望来大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498＋14 〃 ハナ 11．0�
68 キムケンドリーム 牝3鹿 54 C．ルメール 木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 448± 01：54．01� 2．0�
44 ナムラパフィン 牝3鹿 54 吉田 隼人奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 いとう牧場 422－ 21：54．1� 31．4�
22 ア ヴ ァ ニ イ 牝3栗 54 和田 竜二 C．チェン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 502－121：54．2クビ 8．6�
56 ワンダーシエンプロ 牝3栗 54

53 ☆団野 大成山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 440＋ 41：54．3� 5．5	
55 ラブロッソー 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子増田 陽一氏 星野 忍 新冠 新冠橋本牧場 484－ 41：54．51� 36．7

67 � タ カ ン ナ 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 442＋10 〃 ハナ 52．6�
11 レッドエステーラ 牝4鹿 55

52 ▲泉谷 楓真 �東京ホースレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 406－ 21：54．71	 23．6�
811� ココリジャスミン 牝4栗 55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 470－ 41：55．65 124．7
33 タツオウカケンラン 牝3青鹿 54

53 ☆富田 暁鈴木 髙幸氏 
島 一歩 新ひだか 畠山牧場 432－161：55．92 36．7

812 セイウンヒロイン 牝3黒鹿54 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 洞�湖 レイクヴィラファーム 500－ 41：57．28 130．0�
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売 得 金
単勝： 34，955，800円 複勝： 49，024，300円 枠連： 6，966，000円
馬連： 42，618，000円 馬単： 21，748，300円 ワイド： 40，127，600円
3連複： 60，485，200円 3連単： 81，862，700円 計： 337，787，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 210円 � 110円 枠 連（7－7） 2，160円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 900円 �� 310円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 13，460円

票 数

単勝票数 計 349558 的中 � 56264（2番人気）
複勝票数 計 490243 的中 � 63078（3番人気）� 41976（5番人気）� 166843（1番人気）
枠連票数 計 69660 的中 （7－7） 2488（7番人気）
馬連票数 計 426180 的中 �� 31373（4番人気）
馬単票数 計 217483 的中 �� 3923（16番人気）
ワイド票数 計 401276 的中 �� 10279（10番人気）�� 35968（3番人気）�� 24258（4番人気）
3連複票数 計 604852 的中 ��� 24174（5番人気）
3連単票数 計 818627 的中 ��� 4408（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．8―50．8―1：03．4―1：16．1―1：28．9―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ク レ デ ン ザ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．11．2 京都2着

2017．4．19生 牝3芦 母 リープオブフェイス 母母 ラバヤデール 6戦2勝 賞金 18，500，000円

第３回 中京競馬 第３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



3502712月12日 晴 良 （2中京3） 第3日 第3競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走11時00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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

714 アーマーバローズ 牡3鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 春木ファーム 478－101：11．7 2．0�
713 ディーズローリエ 牝3黒鹿54 西村 淳也秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 B446＋ 41：12．55 37．1�
47 � ヴァンデリオン 牡3栗 56 岩田 康誠村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 474－ 41：12．6	 4．7�
23 
 パルフェアンジュ 牝4栗 55 石川裕紀人�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 464－ 61：12．7� 151．4�
24 
 プリンセスヨウク 牝6鹿 55

53 △山田 敬士ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 448－ 81：13．12� 22．0	
36 �
 ストームハート 牝4黒鹿55 岩田 望来広尾レース� 野中 賢二 米 Pomerol P

& Y Ltd 488－161：13．31� 13．6

815 ミーハディビーナ 牝3青鹿54 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 442＋12 〃 ハナ 186．6�
35 � サトノソレイユ 牝4鹿 55 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 英

Mt. Brilliant
Broodmares II,
LLC

492＋ 21：13．51� 5．1�
48 ペリトモレノ 牝3鹿 54 水口 優也�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 486－ 61：13．71� 276．3
510 フラベリフォーム 牡5鹿 57

56 ☆亀田 温心水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 474＋ 21：13．8クビ 21．3�
611�
 ワンダーセトラ 牡6鹿 57

55 ◇藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 根本 康広 米 Meg Buckley &

Mike Buckley 502＋ 8 〃 ハナ 220．7�
816 ダ ウ ラ ギ リ 牡3芦 56

53 ▲泉谷 楓真 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 520＋22 〃 クビ 43．4�
11 ヤサカリベルテ 牡4栗 57

56 ☆斎藤 新志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 472＋ 41：13．9クビ 140．2�
12 グランチェイサー 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 466＋ 61：14．0	 14．4�
612
 ディセントファミリ 牡5青鹿57 荻野 極�和田牧場 柄崎 孝 新冠 八木 明広 476＋ 11：14．1� 495．8�
59 ゴッドスター 牡3栗 56 池添 謙一�ノースヒルズ 池上 昌和 新冠 平山牧場 504－181：14．52� 20．2�
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売 得 金
単勝： 35，575，000円 複勝： 41，080，300円 枠連： 7，471，500円
馬連： 39，547，200円 馬単： 21，121，400円 ワイド： 42，083，600円
3連複： 65，709，100円 3連単： 77，454，600円 計： 330，042，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 460円 � 150円 枠 連（7－7） 2，800円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 970円 �� 240円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 14，250円

票 数

単勝票数 計 355750 的中 � 137057（1番人気）
複勝票数 計 410803 的中 � 118787（1番人気）� 13944（9番人気）� 75788（2番人気）
枠連票数 計 74715 的中 （7－7） 2063（13番人気）
馬連票数 計 395472 的中 �� 11357（8番人気）
馬単票数 計 211214 的中 �� 4367（11番人気）
ワイド票数 計 420836 的中 �� 10130（13番人気）�� 53144（1番人気）�� 6963（18番人気）
3連複票数 計 657091 的中 ��� 18676（8番人気）
3連単票数 計 774546 的中 ��� 3938（33番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―12．0―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．4―47．4―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．3
3 ・（6，14）16（3，13，15）－（7，8）（9，10）（5，11）－12，2－4，1 4 ・（6，14）（13，16）（3，15）（7，8）10（5，9）－11（2，12）－（1，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アーマーバローズ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 クリプティックラスカル デビュー 2019．6．15 函館2着

2017．5．11生 牡3鹿 母 ノアウイニング 母母 カチウマキャシー 9戦2勝 賞金 23，010，000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 ストレガ号

3502812月12日 晴 良 （2中京3） 第3日 第4競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利
発走11時30分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：16．2良

711 ヒドゥンパラメータ 牡6鹿 60 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 466－ 83：18．3 9．1�
57 � セデックカズマ 牡4黒鹿60 植野 貴也合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 508＋ 43：19．89 3．0�
69 ホウオウアクセル 牡4栗 60 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 2 〃 ハナ 5．8�
610 クラウンディバイダ �7黒鹿60 大庭 和弥�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 458－103：20．54 38．4�
33 ジャストアジゴロ 牡4黒鹿60 白浜 雄造原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 460＋103：20．81	 4．2�
58 クリノキング �6栗 60 伴 啓太栗本 守氏 星野 忍 新冠 柏木 一則 492－ 23：20．91 80．6	
45 レーヴドオルフェ 牡3栗 58 小野寺祐太平川 浩之氏 菊川 正達 新冠 村上 欽哉 504＋ 63：21．21	 358．9

22 シェーンクラート 牡3黒鹿58 五十嵐雄祐金山 敏也氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 63：21．94 18．7�
712 コ ー ン ス ス 牡5鹿 60 熊沢 重文加藤 誠氏 森田 直行 日高 沖田牧場 538＋20 〃 クビ 14．9�
34 アーバンキッド �7鹿 60 蓑島 靖典 サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 480± 03：22．0
 4．8�
46 � メイショウサガノ 牝4鹿 58 大江原 圭三岡 陽氏 小桧山 悟 新ひだか 三木田 明仁 500＋ 43：25．4大差 248．0�
813 タイセイグランツ 牡5黒鹿60 金子 光希田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 514＋ 43：27．2大差 341．2�
11 レッドエンヴィー 牡4鹿 60 高田 潤 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 498＋163：27．51	 32．3�
814� スマートマウアー 牡4鹿 60 草野 太郎大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 静内山田牧場 502－ 23：30．5大差 320．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，183，100円 複勝： 28，206，300円 枠連： 7，595，500円
馬連： 29，761，800円 馬単： 15，217，600円 ワイド： 26，592，200円
3連複： 50，949，500円 3連単： 60，061，400円 計： 242，567，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 200円 � 120円 � 150円 枠 連（5－7） 900円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 590円 �� 880円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 20，410円

票 数

単勝票数 計 241831 的中 � 21083（5番人気）
複勝票数 計 282063 的中 � 27831（5番人気）� 75268（1番人気）� 45546（2番人気）
枠連票数 計 75955 的中 （5－7） 6528（5番人気）
馬連票数 計 297618 的中 �� 14405（6番人気）
馬単票数 計 152176 的中 �� 3792（11番人気）
ワイド票数 計 265922 的中 �� 11001（6番人気）�� 6995（11番人気）�� 29129（1番人気）
3連複票数 計 509495 的中 ��� 14733（7番人気）
3連単票数 計 600614 的中 ��� 2133（59番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 52．0－3F 39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
5＝2－（7，3）（4，12）（6，9，8）（11，14）－13（10，1）
5＝2（7，4，12）3，9（6，11，8）＝10－13－（1，14）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒドゥンパラメータ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2016．12．11 中山4着

2014．2．28生 牡6鹿 母 プライムアクトレス 母母 プライムステージ 障害：3戦1勝 賞金 9，480，000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 トワイライトタイム号



3502912月12日 晴 良 （2中京3） 第3日 第5競走 ��3，300�障害3歳以上オープン
発走12時20分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：33．3良

711 スマートアペックス 牡3青鹿58 中村 将之大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス
マート 492＋143：37．0 4．5�

58 メイショウハニー 牝5黒鹿58 平沢 健治松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 446－ 43：37．53� 7．6�
45 プレシャスタイム 牡7鹿 60 佐久間寛志小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 43：37．6アタマ 53．0�
57 グランソード 牡5青鹿60 難波 剛健�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 574＋16 〃 クビ 91．9�
34 グローブシアター 牡6黒鹿60 高田 潤 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460＋103：37．7クビ 2．1�
22 マイネルオフィール 牡8鹿 60 白浜 雄造 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 520＋ 83：38．23 19．1

33 アドマイヤアゼリ 牡6鹿 60 森 一馬近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460－ 43：38．3� 7．1�
610 インシュラー �6鹿 60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 456± 03：38．4クビ 14．7�
813	 ビ ー ハ グ �8黒鹿60 小野寺祐太岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 476＋ 63：38．5� 498．2
712	 アイファーアクター 牡4鹿 60 高野 和馬中島 稔氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 486＋ 23：38．71� 79．8�
46 タガノファジョーロ 牡4鹿 60 北沢 伸也八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466＋103：38．8� 32．4�
814 ノワールギャルソン 牡8黒鹿63 江田 勇亮ディアレストクラブ	 田村 康仁 浦河 小島牧場 444－ 43：39．22� 12．9�
11 ボランテレオ 牡4鹿 60 熊沢 重文近藤 克麿氏 森田 直行 浦河 信岡牧場 514＋123：41．0大差 62．0�
69 
 ストレイライトラン �5黒鹿60 草野 太郎 	ローレルレーシング 堀井 雅広 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 508＋123：43．2大差 217．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，278，800円 複勝： 31，979，600円 枠連： 7，977，100円
馬連： 31，096，800円 馬単： 16，001，700円 ワイド： 29，992，900円
3連複： 59，006，900円 3連単： 69，249，900円 計： 272，583，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 200円 � 540円 枠 連（5－7） 1，210円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，880円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 11，060円 3 連 単 ��� 48，740円

票 数

単勝票数 計 272788 的中 � 47536（2番人気）
複勝票数 計 319796 的中 � 56715（2番人気）� 43563（3番人気）� 11845（8番人気）
枠連票数 計 79771 的中 （5－7） 5072（4番人気）
馬連票数 計 310968 的中 �� 17040（4番人気）
馬単票数 計 160017 的中 �� 4338（8番人気）
ワイド票数 計 299929 的中 �� 18742（4番人気）�� 3913（22番人気）�� 3101（27番人気）
3連複票数 計 590069 的中 ��� 3998（38番人気）
3連単票数 計 692499 的中 ��� 1030（167番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 52．3－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

�
�

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

スマートアペックス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．7．14 中京2着

2017．2．24生 牡3青鹿 母 スマートムービー 母母 ラグジャリー 障害：7戦2勝 賞金 39，184，000円
〔制裁〕 プレシャスタイム号の騎手佐久間寛志は，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。
※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 アサクサゲンキ号・ダノンロッソ号・テイエムコンドル号・ヒロノタイリク号

3503012月12日 晴 良 （2中京3） 第3日 第6競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走12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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

611� マイネルイヴィンス �4栗 57 西村 淳也永見 貴昭氏 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B508－ 41：53．3 134．6�
714 ウインドジャマー �3鹿 56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 498－ 21：53．93� 1．7�
713 カネコメノボル �3栗 56

55 ☆森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 440＋ 21：54．0	 13．6�
23 アミュリオン 牡4栗 57 丹内 祐次 �吉澤ホールディングス 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 474＋ 41：54．21� 174．2�
816 ナムラタイガー 牡3鹿 56 松山 弘平奈村 信重氏 鈴木 孝志 浦河 木村牧場 516－ 21：54．41 12．3�
510 サマービート 牡3鹿 56 岩田 望来ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 2 〃 アタマ 8．4	
47 アンブローニュ 牡3鹿 56 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 484－ 21：54．5クビ 6．3

59 ジ ロ ー 牡3鹿 56 和田 竜二杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 466＋ 41：54．6� 11．8�
36 � グレイトムーン 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B474－ 71：54．7� 24．7�
612 サ ル ー テ 牡5鹿 57

56 ☆菅原 明良小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 558± 01：55．12� 52．0
48 ラブエスポー 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 460－ 2 〃 アタマ 119．5�
11 バルドダンサー 牡3栗 56 黛 弘人 �コスモヴューファーム 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 460－ 81：55．31 310．9�
35 � ヒロノブシドウ 牡5黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 長浜牧場 502－ 41：55．4	 82．5�
24 � シゲルヒラコー 牡4栗 57 藤井勘一郎森中 蕃氏 谷 潔 新冠 カミイスタット 484＋201：55．5クビ 58．0�
815� マーシゴッドレッグ 牡3鹿 56

54 △山田 敬士佐藤 勝士氏 小桧山 悟 新冠 佐藤 義紀 478－ 21：56．77 315．4�
12 タツハグンセイ 牡3鹿 56 吉田 隼人鈴木 髙幸氏 
島 一歩 新冠 川上牧場 454－ 21：58．310 24．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，093，700円 複勝： 84，387，800円 枠連： 9，151，200円
馬連： 41，221，800円 馬単： 27，710，200円 ワイド： 51，132，600円
3連複： 72，299，900円 3連単： 97，979，600円 計： 418，976，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，460円 複 勝 � 1，500円 � 110円 � 310円 枠 連（6－7） 1，710円

馬 連 �� 7，140円 馬 単 �� 29，640円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 12，390円 �� 400円

3 連 複 ��� 19，970円 3 連 単 ��� 298，460円

票 数

単勝票数 計 350937 的中 � 2085（13番人気）
複勝票数 計 843878 的中 � 5602（12番人気）� 503335（1番人気）� 34559（6番人気）
枠連票数 計 91512 的中 （6－7） 4127（7番人気）
馬連票数 計 412218 的中 �� 4473（21番人気）
馬単票数 計 277102 的中 �� 701（62番人気）
ワイド票数 計 511326 的中 �� 4866（23番人気）�� 983（70番人気）�� 36676（4番人気）
3連複票数 計 722999 的中 ��� 2714（61番人気）
3連単票数 計 979796 的中 ��� 238（574番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．9―49．7―1：02．6―1：15．4―1：28．3―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．9
1
3
・（4，2）5，16，9，10（1，14）7，3，11（6，13）－8，15，12・（4，5，16）2（9，10，14）（1，7，11）（3，12）（13，8）6－15

2
4

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

�マイネルイヴィンス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスデジタル

2016．3．31生 �4栗 母 マイネランデブー 母母 ノーザンドライバー 21戦1勝 賞金 25，350，000円
初出走 JRA



3503112月12日 曇 良 （2中京3） 第3日 第7競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走13時25分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．6
1：58．9

良
良

67 カ ツ コ 牝2黒鹿54 吉田 隼人武田 修氏 寺島 良 新冠 新冠橋本牧場 446－102：01．8 22．1�
55 ノースザワールド 牡2青鹿55 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 466－ 62：01．91� 3．8�
33 ヴァジュランダ 牡2黒鹿55 岩田 康誠高原 将浩氏 宮本 博 新ひだか 千代田牧場 498－ 22：02．0クビ 3．6�
79 カラレーション 牝2黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 410－ 6 〃 ハナ 3．5�
56 コスモオニアシゲ 牡2芦 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 42：02．63� 70．6	
11 ムラサメマル 牡2鹿 55

54 ☆菅原 明良高橋 文男氏 尾形 和幸 日高 藤本ファーム 448－ 2 〃 クビ 17．6

68 ショウナンアイビー 牡2鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 496± 02：02．7クビ 27．3�
44 テンサウザンドケイ 牡2鹿 55 北村 宏司桑野 克己氏 杉浦 宏昭 日高 滝本 健二 478－ 4 〃 アタマ 25．5�
812 メイショウケンコン 牡2鹿 55

54 ☆団野 大成松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 480± 02：03．12� 49．8
811 マジックビューティ 牝2鹿 54 和田 竜二 �コスモヴューファーム 西園 正都 浦河 宮内牧場 444＋ 22：03．2クビ 7．1�
22 アイリッシュボム 牡2鹿 55 水口 優也�ミルファーム 蛯名 利弘 様似 様似堀牧場 480－ 42：04．79 394．7�
710 サ ン マ ッ ハ 牡2黒鹿55 荻野 琢真山田 裕仁氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 468－ 42：04．8� 248．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，565，200円 複勝： 44，623，500円 枠連： 7，587，700円
馬連： 38，063，700円 馬単： 20，662，700円 ワイド： 38，828，000円
3連複： 57，768，700円 3連単： 81，848，600円 計： 328，948，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 340円 � 140円 � 140円 枠 連（5－6） 2，210円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 7，940円

ワ イ ド �� 880円 �� 990円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 28，360円

票 数

単勝票数 計 395652 的中 � 15194（6番人気）
複勝票数 計 446235 的中 � 22982（7番人気）� 99552（1番人気）� 97864（2番人気）
枠連票数 計 75877 的中 （5－6） 2659（9番人気）
馬連票数 計 380637 的中 �� 9004（11番人気）
馬単票数 計 206627 的中 �� 1950（26番人気）
ワイド票数 計 388280 的中 �� 10348（9番人気）�� 9028（12番人気）�� 47395（1番人気）
3連複票数 計 577687 的中 ��� 16266（8番人気）
3連単票数 計 818486 的中 ��� 2092（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―36．4―48．8―1：01．1―1：13．4―1：25．9―1：38．0―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．9
1
3
9（3，5）（2，11）（1，8）－7，10－12－4－6・（9，5）（3，11）1（2，8）（7，10）12，4，6

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

勝馬の
紹 介

カ ツ コ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．10．31 京都6着

2018．4．2生 牝2黒鹿 母 ギンザヴィクトリア 母母 タイムフェアレディ 2戦1勝 賞金 5，100，000円

3503212月12日 曇 良 （2中京3） 第3日 第8競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

612 メイショウマサヒメ 牝3青鹿54 松山 弘平松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 492－ 61：24．7 2．5�
12 ネイビーアッシュ 牝5青鹿55 C．ルメール 吉田 勝己氏 伊坂 重信 安平 ノーザンファーム 488－ 41：25．44 8．4�
23 ダイヤレイジング 牝4栗 55 西村 淳也三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 456＋ 41：25．72 10．1�
11 マサノアッレーグラ 牝5芦 55 川田 将雅中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 504－161：25．8クビ 3．5�
47 ノーブルスコア 牝4青鹿55 岩田 望来二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456＋141：25．9� 22．0�
35 パラレルキャリア 牝4鹿 55 吉田 隼人 	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 444＋ 21：26．0クビ 14．6

510 ヤンチャプリヒメ 牝4鹿 55

54 ☆斎藤 新田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 436－121：26．1� 11．2�
48 クイーンズテイスト 牝4黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹 	社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 478± 01：26．2クビ 30．0�
714 オーシャンスケイプ 牝4黒鹿 55

54 ☆団野 大成 	シルクレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：26．62� 83．3
815 マーヴェラスクイン 牝4鹿 55 北村 宏司山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 434＋ 21：26．8� 159．5�
36 ブライティアランド 牝3芦 54 黛 弘人小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 462＋ 4 〃 ハナ 138．3�
713 キララアモーレ 牝4栗 55 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 浦河 辻 牧場 488± 0 〃 ハナ 24．1�
59 グレイスアン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子 TURFレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 クビ 27．6�
24 スペロラルーチェ 牝4栗 55

53 △山田 敬士岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 八木 明広 430＋101：27．11� 295．1�
816 ナ ー ラ ッ ク 牝3栗 54 石川裕紀人	辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 440－ 41：27．2� 84．0�
611� フローラルピース 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心飯田 正剛氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 B440－ 81：27．83� 123．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，754，200円 複勝： 54，650，600円 枠連： 11，746，300円
馬連： 49，629，000円 馬単： 22，724，100円 ワイド： 48，908，900円
3連複： 78，460，800円 3連単： 85，652，800円 計： 387，526，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 180円 � 250円 枠 連（1－6） 350円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 440円 �� 440円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 9，360円

票 数

単勝票数 計 357542 的中 � 112327（1番人気）
複勝票数 計 546506 的中 � 149093（1番人気）� 73157（3番人気）� 43002（5番人気）
枠連票数 計 117463 的中 （1－6） 25414（1番人気）
馬連票数 計 496290 的中 �� 32547（4番人気）
馬単票数 計 227241 的中 �� 10160（4番人気）
ワイド票数 計 489089 的中 �� 29447（3番人気）�� 29261（4番人気）�� 10886（13番人気）
3連複票数 計 784608 的中 ��� 22107（7番人気）
3連単票数 計 856528 的中 ��� 6634（16番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．9―12．3―12．5―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．4―47．7―1：00．2―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウマサヒメ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．6．2 阪神4着

2017．5．9生 牝3青鹿 母 ヴィトンクイーン 母母 クッドビークイーン 18戦2勝 賞金 33，393，000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 カイアワセ号



3503312月12日 晴 良 （2中京3） 第3日 第9競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走14時25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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

35 リレーションシップ 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500－ 21：20．3 3．3�
715� ミッドサマーハウス 牝4青 55 川田 将雅ゴドルフィン 	島 一歩 英 Godolphin 468－ 21：20．72
 5．5�
23 リ ャ ス ナ 牝4鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 クビ 10．0�
611 フェアレストアイル 牝3鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 438－ 41：21．01� 11．3�
510 カ レ ン ヒ メ 牝3芦 54 池添 謙一鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 414－ 6 〃 クビ 12．2�
59 ダブルアンコール 牝3鹿 54 水口 優也 DMMドリームクラブ	 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 アタマ 8．6

816� マルガリーテース 牝3鹿 54 岩田 康誠前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－171：21．1
 88．5�
612 ド ゥ ー ベ 牡3栗 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504－ 41：21．2クビ 6．1�
24 ディザイアソング 牝4鹿 55

54 ☆菅原 明良尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 446＋ 21：21．3� 102．9
11 シネマトグラフ 牝3芦 54 吉田 隼人江馬 由将氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：21．72
 7．4�
48 フ ェ ル カ ド 牡3青鹿 56

53 ▲泉谷 楓真 �キャロットファーム 角田 晃一 千歳 社台ファーム 478＋14 〃 ハナ 137．8�
818 ノーリミッツ 牡4黒鹿 57

56 ☆富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 450＋10 〃 クビ 211．0�
12 キュールエミヤビ 牝4鹿 55 川又 賢治岡本 良三氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 472＋ 21：21．8クビ 346．9�
714 ブールバール 牝4鹿 55 西村 淳也寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 478＋161：21．9
 49．3�
817 ディープサドラーズ 4鹿 57 荻野 極廣崎利洋HD	 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454＋ 8 〃 
 60．6�
36 プリヴェット 牝5鹿 55

54 ☆斎藤 新下河辺俊行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 482－ 61：22．21
 206．9�
713� タイキワンダラス 牡3青鹿 56

54 △山田 敬士�大樹ファーム 松永 康利 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 456＋ 41：23．05 335．6�

47 � メリディアン 牝3鹿 54 坂井 瑠星 	ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 428－121：25．6大差 98．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 44，977，800円 複勝： 70，598，200円 枠連： 13，953，300円
馬連： 69，956，900円 馬単： 30，434，500円 ワイド： 63，142，100円
3連複： 110，611，700円 3連単： 116，421，500円 計： 520，096，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 170円 � 240円 枠 連（3－7） 1，210円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 430円 �� 780円 �� 980円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 12，200円

票 数

単勝票数 計 449778 的中 � 108019（1番人気）
複勝票数 計 705982 的中 � 119098（1番人気）� 118768（2番人気）� 64117（5番人気）
枠連票数 計 139533 的中 （3－7） 8897（5番人気）
馬連票数 計 699569 的中 �� 51315（1番人気）
馬単票数 計 304345 的中 �� 13213（1番人気）
ワイド票数 計 631421 的中 �� 40032（1番人気）�� 20252（9番人気）�� 15744（16番人気）
3連複票数 計1106117 的中 ��� 24902（5番人気）
3連単票数 計1164215 的中 ��� 6915（8番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．8―11．6―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．4―33．4―45．2―56．8―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．1
3 1，3（2，9）（5，12）（16，14）15，18（6，11）17（4，8）－10－13－7 4 1，3（2，9）（5，12）（16，14，15）－（6，11，18）（4，8，17）10－13＝7

勝馬の
紹 介

リレーションシップ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．9．15 阪神13着

2017．3．20生 牡3鹿 母 カラフルブラッサム 母母 トロピカルブラッサム 7戦2勝 賞金 14，550，000円
〔制裁〕 フェアレストアイル号の騎手岩田望来は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：17番）

カレンヒメ号の騎手池添謙一は，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：17番）
ディザイアソング号の騎手菅原明良は，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：8番）

〔その他〕 ディープサドラーズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メリディアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月12日まで平地競走に

出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ディープサドラーズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年1月12日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 コミカライズ号・レオハイセンス号

3503412月12日 晴 良 （2中京3） 第3日 第10競走 ��
��1，900�

い ぬ や ま

犬 山 特 別
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳56�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 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：55．9
1：53．7

重
不良

11 � アメリカンシード 牡3鹿 56 C．ルメール �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米 Courtlandt
Farm 472＋ 41：58．7 1．2�

12 ブルーコンパクタ 牡4鹿 57 和田 竜二村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 466± 01：59．65 17．5�
59 フレイムウィングス 牡3青鹿56 坂井 瑠星ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 6 〃 アタマ 22．6�
24 キタサンヴィクター 牡5鹿 57 泉谷 楓真�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 524＋ 62：00．13 88．8�
815 ロードセッション 牡3鹿 56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 506＋ 2 〃 アタマ 53．5	
713 ザプラウドワンズ 	4鹿 57 太宰 啓介小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 488＋102：00．2クビ 174．2

47 タマモサンシーロ 牡4鹿 57 亀田 温心タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 520＋ 62：00．3
 93．9�
48 ダノングリスター 	4鹿 57 岩田 望来�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B496＋ 62：00．4
 87．8�
510 アシャカリブラ 牡6黒鹿57 熊沢 重文吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B536± 02：00．72 89．4
23 グッドヘルスバイオ 牡4芦 57 斎藤 新バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 482＋162：01．12 177．2�
714 エースレイジング 牡3黒鹿56 西村 淳也三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 458＋ 22：01．42 12．7�
36 サンティーニ 	5栗 57 川又 賢治�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 486－ 22：01．5
 10．2�
612 メイショウヨカゼ 牡3栗 56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 524－ 22：01．71 14．8�
35 エバンタイユドール 牝3栗 54 山田 敬士井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン

テンファーム 514－102：02．65 257．5�
816 レッドクーゲル 牡4栗 57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 444＋ 42：04．5大差 75．2�
611 レコンキスタ 牡6栗 57 岩田 康誠村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B500＋12 （競走中止） 170．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，452，400円 複勝： 197，018，900円 枠連： 17，919，700円
馬連： 83，994，300円 馬単： 52，696，400円 ワイド： 76，693，200円
3連複： 142，941，800円 3連単： 223，676，800円 計： 856，393，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 210円 � 320円 枠 連（1－1） 660円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 330円 �� 500円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 5，580円

票 数

単勝票数 計 614524 的中 � 397491（1番人気）
複勝票数 計1970189 的中 � 1466881（1番人気）� 75228（4番人気）� 41485（6番人気）
枠連票数 計 179197 的中 （1－1） 20799（3番人気）
馬連票数 計 839943 的中 �� 99479（3番人気）
馬単票数 計 526964 的中 �� 49863（3番人気）
ワイド票数 計 766932 的中 �� 66291（2番人気）�� 39543（5番人気）�� 9934（19番人気）
3連複票数 計1429418 的中 ��� 47470（6番人気）
3連単票数 計2236768 的中 ��� 29016（15番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．4―29．8―42．7―55．2―1：07．5―1：20．0―1：32．9―1：45．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンシード �
�
父 Tapit �

�
母父 Stormin Fever デビュー 2019．12．8 阪神1着

2017．3．17生 牡3鹿 母 Sweet Talker 母母 Another Vegetarian 8戦3勝 賞金 43，169，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走中止〕 レコンキスタ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドクーゲル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月12日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カリーニョミノル号
（非抽選馬） 2頭 セラン号・ランドジュピター号



3503512月12日 晴 良 （2中京3） 第3日 第11競走 ��
��2，000�第56回中 日 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，1．12．7以降2．12．6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

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

12 ボッケリーニ 牡4栗 55 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468± 02：00．1 4．3�

714 シゲルピンクダイヤ 牝4黒鹿54 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 478＋ 42：00．2クビ 25．3�
59 ヴェロックス 牡4鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 498＋ 82：00．3� 3．7�
24 ショウナンバルディ 牡4黒鹿54 岩田 康誠国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 446＋ 62：00．4� 18．4�
611 グロンディオーズ 牡5黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 528－ 42：00．61 6．0	
713 インビジブルレイズ 牡6鹿 56 団野 大成 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 470＋ 22：00．81� 117．4

818 サトノソルタス 牡5芦 55 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B506＋16 〃 クビ 9．3�
11 サトノガーネット 牝5黒鹿55 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 2 〃 ハナ 10．6�
23 テリトーリアル 牡6栗 56．5 石川裕紀人ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 2 〃 アタマ 17．8
48 タガノアスワド 牝6黒鹿52 富田 暁八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518＋ 42：00．9クビ 124．3�
47 ワイプティアーズ 牡5栗 54 川島 信二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 536＋ 2 〃 アタマ 48．4�
612 バラックパリンカ 牡4黒鹿54 斎藤 新 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 442＋10 〃 ハナ 203．7�
36 トリコロールブルー 牡6青鹿56．5 荻野 極 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 〃 クビ 13．3�
35 ギ ベ オ ン 牡5鹿 57 岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504＋10 〃 ハナ 29．1�
715 レッドヴェイロン 牡5鹿 56 西村 淳也 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：01．0	 42．2�
510 デンコウアンジュ 牝7黒鹿56 吉田 隼人田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 472－ 22：01．1クビ 33．4�
817 オウケンムーン 牡5鹿 56 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：01．42 44．4�
816 マイネルサーパス 牡4黒鹿56．5 丹内 祐次 �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 B482± 02：01．61	 88．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 194，360，800円 複勝： 311，583，000円 枠連： 88，676，000円
馬連： 472，645，800円 馬単： 160，887，000円 ワイド： 419，269，800円
3連複： 1，010，844，500円 3連単： 965，094，200円 計： 3，623，361，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 440円 � 170円 枠 連（1－7） 2，540円

馬 連 �� 5，200円 馬 単 �� 8，180円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 550円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 7，870円 3 連 単 ��� 47，130円

票 数

単勝票数 計1943608 的中 � 355947（2番人気）
複勝票数 計3115830 的中 � 460454（2番人気）� 142917（9番人気）� 534859（1番人気）
枠連票数 計 886760 的中 （1－7） 26994（12番人気）
馬連票数 計4726458 的中 �� 70318（19番人気）
馬単票数 計1608870 的中 �� 14738（33番人気）
ワイド票数 計4192698 的中 �� 57347（21番人気）�� 207861（1番人気）�� 57024（23番人気）
3連複票数 計10108445 的中 ��� 96264（20番人気）
3連単票数 計9650942 的中 ��� 14846（127番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．7―12．7―12．4―12．3―11．9―11．5―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．4―49．1―1：01．5―1：13．8―1：25．7―1：37．2―1：48．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ボッケリーニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．2．3 京都6着

2016．4．4生 牡4栗 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー 12戦5勝 賞金 122，459，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 コトブキテティス号・ベレヌス号・レイホーロマンス号

3503612月12日 晴 良 （2中京3） 第3日 第12競走 ��1，600�
と よ か わ

豊 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56�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

816 クロワドフェール 牝3鹿 54 岩田 望来 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 458－121：34．2 7．6�
612 セイイーグル �6鹿 57 吉田 隼人 �吉澤ホールディングス 石坂 正 千歳 社台ファーム 448＋ 61：34．41� 13．3�
611 ラッシュアップ 牡3青鹿56 北村 宏司 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 536－ 61：34．5� 31．7�
59 サンライズクロンヌ 牡7栗 57 太宰 啓介松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 B502＋ 61：34．6クビ 163．6�
11 アウサンガテ 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 434＋ 2 〃 アタマ 2．4	
12 コスミックエナジー 牝3栗 54 西村 淳也吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460－ 41：34．7� 12．5

23 スカーフェイス 牡4鹿 57 団野 大成�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 456＋201：34．8� 57．2�
24 グ ラ ニ ー タ 牝3黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 ハナ 4．4�
47 コンフィテーロ 牡3青鹿56 坂井 瑠星ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 41：34．9クビ 22．2
510 レッドフラヴィア 牝3栗 54 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 506＋16 〃 ハナ 18．8�
36 デルニエエトワール 牝3青鹿54 池添 謙一�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 480－ 4 〃 クビ 32．7�
815 アドマイヤベネラ 牡3黒鹿56 岩田 康誠近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490－ 41：35．22 23．0�
713 アピールバイオ 牝6鹿 55 丹内 祐次バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 B462± 01：35．51� 216．7�
714 ビバヴィットーリオ 牡3鹿 56 和田 竜二平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 524－101：35．6クビ 10．2�
35 ホープホワイト 牝3青鹿54 斎藤 新 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 平取 二風谷ファーム 458－ 41：35．91� 172．0�
48 イッツアワターン 牝3黒鹿54 石川裕紀人田邉 幸則氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 430± 01：37．7大差 410．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，494，900円 複勝： 102，474，900円 枠連： 27，301，800円
馬連： 116，147，500円 馬単： 49，159，600円 ワイド： 107，446，000円
3連複： 194，213，800円 3連単： 229，895，900円 計： 907，134，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 270円 � 350円 � 830円 枠 連（6－8） 1，960円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 6，570円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 3，700円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 28，400円 3 連 単 ��� 117，290円

票 数

単勝票数 計 804949 的中 � 84664（3番人気）
複勝票数 計1024749 的中 � 111197（3番人気）� 79109（6番人気）� 28294（11番人気）
枠連票数 計 273018 的中 （6－8） 10776（9番人気）
馬連票数 計1161475 的中 �� 24304（15番人気）
馬単票数 計 491596 的中 �� 5606（23番人気）
ワイド票数 計1074460 的中 �� 24423（12番人気）�� 7356（41番人気）�� 8594（34番人気）
3連複票数 計1942138 的中 ��� 5128（89番人気）
3連単票数 計2298959 的中 ��� 1421（375番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．2―11．8―11．9―11．6―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―34．8―46．6―58．5―1：10．1―1：22．0

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

勝馬の
紹 介

クロワドフェール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．1．26 京都2着

2017．3．20生 牝3鹿 母 ジ ュ モ ー 母母 ビスクドール 6戦2勝 賞金 22，371，000円
※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） 3頭 サドキンザン号・ソフィアバローズ号・ファントムグレイ号



（2中京3）第3日 12月12日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179頭 本 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

257，960，000円
20，810，000円
2，280，000円
30，690，000円
76，539，500円
6，880，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
649，155，700円
1，088，869，900円
211，943，500円
1，050，890，800円
463，449，000円
984，213，200円
1，962，501，200円
2，196，020，800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 8，607，044，100円

総入場人員 1，869名 （有料入場人員 1，688名）
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