
3503712月13日 晴 良 （2中京3） 第4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 5，100，000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
1：53．5
1：50．9

良
不良

816 カズロレアート 牡2黒鹿55 藤岡 康太合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B472＋ 21：55．0 3．2�
611 タイセイシェダル 牡2栗 55

53 ◇藤田菜七子田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 446－ 21：55．21 7．3�
47 ダッシュダクラウン 牡2青鹿 55

54 ☆富田 暁星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 454－ 41：55．94 56．7�
23 トーセンアラン 牡2鹿 55 荻野 極島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526＋201：56．0� 3．8�
713 レッドアウレア 牡2栗 55 岩田 望来 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 494－ 81：56．2� 4．9	
815 ミ ル ト ボ ス 牡2鹿 55 太宰 啓介永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社石川牧場 492＋ 21：56．41� 10．5

48 イ ポ ラ ニ 牝2鹿 54

53 ☆菅原 明良国田 正忠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 482－101：56．61� 132．9�
36 エ レ グ ア 牡2鹿 55

54 ☆菊沢 一樹豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 444－ 81：56．91� 58．4�
24 クライマックス 牡2栗 55

52 ▲泉谷 楓真 �吉澤ホールディングス 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 468－ 4 〃 ハナ 41．7
12 モジダスクルーゼス 牡2鹿 55 高倉 稜二口 雅一氏 吉田 直弘 浦河 小葉松 幸雄 504＋ 21：57．0クビ 54．7�
11 オーホンブリック 牡2鹿 55

53 △山田 敬士�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 504＋ 6 〃 クビ 11．9�

35 サノノバーディ 牡2鹿 55 中井 裕二佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 460－ 21：57．42 257．4�
59 トンデンカムオン 牡2青鹿55 井上 敏樹松山 増男氏 根本 康広 新ひだか 城地牧場 492－101：58．03� 258．2�
510 レインボーヒル 牡2鹿 55 �島 良太上茶谷 一氏 飯田 雄三 浦河 ヒダカフアーム 452－ 61：58．1� 110．3�
714 ネイチャーラブリー 牡2鹿 55 柴山 雄一井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 448＋101：58．2� 192．2�
612 マンゴーラッシー 牝2鹿 54 丸田 恭介田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 前田ファーム 498－ 61：59．58 283．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，356，900円 複勝： 32，030，400円 枠連： 8，629，700円
馬連： 38，707，700円 馬単： 18，374，100円 ワイド： 34，150，000円
3連複： 61，881，500円 3連単： 66，616，200円 計： 288，746，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 210円 � 930円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，370円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 12，050円 3 連 単 ��� 48，440円

票 数

単勝票数 計 283569 的中 � 71697（1番人気）
複勝票数 計 320304 的中 � 69241（1番人気）� 39288（4番人気）� 6430（9番人気）
枠連票数 計 86297 的中 （6－8） 8794（3番人気）
馬連票数 計 387077 的中 �� 30069（4番人気）
馬単票数 計 183741 的中 �� 7998（4番人気）
ワイド票数 計 341500 的中 �� 24202（2番人気）�� 3611（20番人気）�� 3002（25番人気）
3連複票数 計 618815 的中 ��� 4105（31番人気）
3連単票数 計 666162 的中 ��� 1100（127番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．5―13．4―12．8―12．7―13．0―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．7―51．1―1：03．9―1：16．6―1：29．6―1：42．0

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カズロレアート �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．10．18 新潟2着

2018．3．17生 牡2黒鹿 母 センティナリー 母母 ジェイズジュエリー 2戦1勝 賞金 7，900，000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 パワポケゴー号

3503812月13日 晴 良 （2中京3） 第4日 第2競走 ��1，400�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 7，600，000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

23 � ロードアブソルート 牡4鹿 57 岩田 望来 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 440－ 61：24．9 4．3�
510 アースビヨンド �5黒鹿 57

56 ☆菅原 明良前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン
ズファーム 508± 01：25．11� 4．2�

59 � コスモクウェンチ 牡6鹿 57
55 △山田 敬士Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 502＋ 41：25．63 110．9�

36 レジリエンスブルー 牡3黒鹿56 荻野 極 �YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 高山 博 476＋ 21：25．7クビ 8．8�
713 バーニングソウル 牝3芦 54 太宰 啓介服部 新平氏 谷 潔 浦河 	川フアーム 428－ 21：25．91� 10．9�
24 アテンフェアリー 牝4黒鹿55 黛 弘人齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 470－ 81：26．0クビ 64．1	
47 タ シ ロ 牡3栗 56 杉原 誠人
ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 536－ 21：26．1� 131．5�
48 ミッキーマラン 牡5芦 57 	島 良太三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 B484± 0 〃 クビ 16．3�
815 グランフェスタ 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真市川義美ホール
ディングス� 上村 洋行 浦河 伏木田牧場 B448＋ 6 〃 ハナ 24．9

11 キョシンタンカイ 牡3黒鹿 56
55 ☆菊沢 一樹國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 512＋18 〃 ハナ 8．7�

35 ネオトゥルー 牡3鹿 56
54 ◇藤田菜七子西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 474＋ 21：26．3
 6．8�

612� プラチナポセイドン 牡4芦 57 柴山 雄一�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム B484＋12 〃 ハナ 10．2�
816 アイムソーグレイト 牡4栗 57

54 ▲小林 脩斗平井 裕氏 藤原 辰雄 浦河 岡部牧場 472＋ 41：26．51� 26．4�
12 シ コ ウ 牡3青鹿56 柴田 大知岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 470± 01：27．77 24．2�
611 ゴ ー 牡4鹿 57 長岡 禎仁グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 516－ 6 〃 ハナ 232．9�
714� フジヤマテキサス 牡3栗 56 井上 敏樹 IHR 根本 康広 浦河 村下農場 474± 01：28．55 370．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，590，200円 複勝： 45，678，300円 枠連： 8，813，900円
馬連： 46，363，400円 馬単： 21，042，300円 ワイド： 48，454，700円
3連複： 77，607，000円 3連単： 73，352，700円 計： 352，902，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 210円 � 160円 � 1，300円 枠 連（2－5） 1，140円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 510円 �� 6，490円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 24，010円 3 連 単 ��� 81，950円

票 数

単勝票数 計 315902 的中 � 58682（2番人気）
複勝票数 計 456783 的中 � 59746（3番人気）� 89716（1番人気）� 6534（13番人気）
枠連票数 計 88139 的中 （2－5） 6147（3番人気）
馬連票数 計 463634 的中 �� 31680（1番人気）
馬単票数 計 210423 的中 �� 8148（1番人気）
ワイド票数 計 484547 的中 �� 27941（2番人気）�� 1876（61番人気）�� 3607（43番人気）
3連複票数 計 776070 的中 ��� 2585（91番人気）
3連単票数 計 733527 的中 ��� 716（264番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―35．4―47．7―1：00．3―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ロードアブソルート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dubawi

2016．4．8生 牡4鹿 母 パーフェクトトリビュート 母母 Perfect Spirit 7戦1勝 賞金 11，950，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ミッキーマラン号の騎手	島良太は，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：12番・16番）
※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 ワンダーダイカネン号
（非抽選馬） 1頭 サイモンルグラン号

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３回 中京競馬 第４日



3503912月13日 晴 良 （2中京3） 第4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）

若手騎手；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

59 � クリノカサット 牝5栗 55 加藤 祥太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 480± 01：12．4 17．7�
34 ミーアシャム 牝3鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B452＋ 61：12．71� 2．7�
47 ココロノイコロ 牡5黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 442－14 〃 ハナ 12．0�
46 ク ロ ッ チ �3黒鹿56 木幡 初也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 454＋101：13．12� 5．9�
22 アールランペイジ 牡4鹿 57 井上 敏樹前原 敏行氏 伊藤 大士 平取 北島牧場 B498＋ 41：13．41� 15．5	
35 オ ル ガ ン ザ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム B548＋ 81：13．5� 16．8

610� スマートエリス 牝4栗 55 川又 賢治大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 B498＋ 2 〃 ハナ 70．8�
11 エ ル メ ー ム 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良�ラ・メール 高木 登 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 476－ 41：13．71� 18．1�

23 アピテソーロ 牡3青鹿 56
53 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム 502± 01：13．9� 95．3
814 ロンズデールベルト 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 512＋ 61：14．0� 12．3�
58 バトルカグヤ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真宮川 秋信氏 本田 優 浦河 小林 仁 456＋ 21：14．31� 37．9�
815 サノノクヒオ 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子佐野 信幸氏 清水 英克 日高 木村牧場 B500＋ 2 〃 ハナ 5．8�
611 ペイシャチャーム 牝3栗 54 三津谷隼人北所 直人氏 本間 忍 浦河 	川 啓一 436－ 81：14．93� 300．4�
712� タニマサベーカ 牡5鹿 57

55 △山田 敬士谷 正之氏 星野 忍 新冠 堤 牧場 462± 01：15．22 13．1�
713 タ ン レ イ 牝4芦 55 荻野 極長島 利治氏 高橋 文雅 新ひだか 藤沢牧場 444± 0 〃 ハナ 42．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，942，300円 複勝： 45，912，900円 枠連： 9，631，900円
馬連： 48，412，100円 馬単： 22，739，400円 ワイド： 49，546，400円
3連複： 79，501，700円 3連単： 86，156，900円 計： 377，843，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 400円 � 140円 � 300円 枠 連（3－5） 1，430円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 8，270円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，940円 �� 830円

3 連 複 ��� 7，930円 3 連 単 ��� 62，090円

票 数

単勝票数 計 359423 的中 � 16184（9番人気）
複勝票数 計 459129 的中 � 23144（8番人気）� 123377（1番人気）� 32998（5番人気）
枠連票数 計 96319 的中 （3－5） 5386（5番人気）
馬連票数 計 484121 的中 �� 12903（8番人気）
馬単票数 計 227394 的中 �� 2198（27番人気）
ワイド票数 計 495464 的中 �� 13097（7番人気）�� 6582（23番人気）�� 16267（5番人気）
3連複票数 計 795017 的中 ��� 8015（19番人気）
3連単票数 計 861569 的中 ��� 1110（166番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．2―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．1―47．3―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クリノカサット �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ

2015．4．5生 牝5栗 母 クリノビリオネア 母母 オプトライアン 31戦1勝 賞金 20，270，000円
初出走 JRA

3504012月13日 曇 良 （2中京3） 第4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 7，900，000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

11 ホッコーメヴィウス �4鹿 60 難波 剛健北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 456－ 43：16．5 4．6�
57 ゲインスプレマシー �4鹿 60 平沢 健治 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 476－ 83：17．98 3．2�
45 ショウナンバレリオ 牡3黒鹿58 白浜 雄造国本 哲秀氏 池添 兼雄 新冠 細川農場 490± 03：18．22 98．6�
712 イーグルフェザー �7鹿 60 小野寺祐太 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 482－ 43：18．41� 8．3�
711� マリノパシフィカス 牝6黒鹿58 鈴木 慶太矢野まり子氏 松永 康利 日高 広富牧場 462－ 83：18．93 63．3	
34 ケイアイネイビー 牡4栗 60 高野 和馬亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 B460± 03：19．43 39．9

33 オレンジオレンジ 牝4鹿 58 黒岩 悠飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 462＋ 43：20．88 2．9�
22 ア キ ン ド 牡4鹿 60 大庭 和弥小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 494－203：21．11� 160．7�
814 ヨコスカダンディー 牡4栗 60 植野 貴也 �高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 468－ 63：21．41� 37．7
813 セイウンオフロード 牡4鹿 60 伴 啓太西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム 496＋143：22．99 31．6�
69 ジ ャ ッ キ ー 牡6栗 60 五十嵐雄祐本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 484＋ 43：23．21� 15．0�
46 ジ ェ シ ー 牡5鹿 60 北沢 伸也 �キャロットファーム 石坂 公一 平取 坂東牧場 504± 03：23．83� 16．2�
58 ビーオールアイズ �3黒鹿58 中村 将之吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 464＋123：24．86 41．3�
610� ドリームアロー 牡6鹿 60 田村 太雅吉田 勝利氏 村山 明 日高 出口牧場 432＋ 93：28．1大差 134．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，079，900円 複勝： 25，008，100円 枠連： 7，212，000円
馬連： 31，099，600円 馬単： 17，490，800円 ワイド： 27，404，000円
3連複： 56，583，400円 3連単： 72，320，700円 計： 259，198，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 210円 � 160円 � 1，680円 枠 連（1－5） 880円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 460円 �� 6，800円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 27，180円 3 連 単 ��� 117，830円

票 数

単勝票数 計 220799 的中 � 37974（3番人気）
複勝票数 計 250081 的中 � 32397（3番人気）� 52447（2番人気）� 2696（12番人気）
枠連票数 計 72120 的中 （1－5） 6502（4番人気）
馬連票数 計 310996 的中 �� 23979（3番人気）
馬単票数 計 174908 的中 �� 6015（6番人気）
ワイド票数 計 274040 的中 �� 17388（3番人気）�� 1006（49番人気）�� 1918（34番人気）
3連複票数 計 565834 的中 ��� 1665（66番人気）
3連単票数 計 723207 的中 ��� 491（303番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 51．5－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコーメヴィウス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2019．1．27 京都2着

2016．4．15生 �4鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ 障害：3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔制裁〕 ケイアイネイビー号の騎手高野和馬は，2周目6号障害を内側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：3番・14番）
※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 クリノテルチャン号・シオンコタン号・ミラビリア号・リピネ号



3504112月13日 曇 良 （2中京3） 第4日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時15分 （芝・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
2：00．6
1：58．9

良
良

811 ソウルラッシュ 牡2黒鹿55 荻野 極石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 496 ―2：03．1 4．2�
11 � レイトンヒル 牡2鹿 55

54 ☆富田 暁ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Corrin Stud &
Upper Farm Stud 508 ―2：03．42 13．1�

812 ホウオウジョルノ 牡2芦 55
54 ☆菅原 明良小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 470 ―2：03．61 6．0�

22 ミスターサファリ 牡2青鹿55 古川 吉洋 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 496 ―2：03．81� 7．8�
44 ギルティブラック 牡2青鹿55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 436 ―2：03．9	 2．8�
67 � シータリズム 牝2鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 堀 宣行 愛 Ballymacoll

Stud Farm Ltd 430 ―2：04．22 8．0	
68 サンライズヴェリテ 牡2芦 55 加藤 祥太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 440 ―2：04．3
 77．2

55 ピエナセイラ 牝2鹿 54 川島 信二本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 478 ―2：04．4
 76．5�
33 イッツトゥルー 牡2鹿 55 川又 賢治 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 日高 白井牧場 470 ―2：04．71	 16．5
710 コスモクロシオ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 日高 日高大洋牧場 446 ―2：05．23 152．7�
56 バンビーナミノル 牝2黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真吉岡 實氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 440 ―2：05．83
 68．0�
（11頭）

79 フランチャコルタ 牝2鹿 54 長岡 禎仁永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 33，516，100円 複勝： 32，438，900円 枠連： 7，601，600円
馬連： 34，746，600円 馬単： 19，579，600円 ワイド： 29，734，600円
3連複： 48，132，100円 3連単： 69，644，900円 計： 275，394，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 280円 � 190円 枠 連（1－8） 1，130円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 950円 �� 500円 �� 950円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 26，940円

票 数

単勝票数 計 335161 的中 � 66992（2番人気）
複勝票数 計 324389 的中 � 58376（2番人気）� 25636（6番人気）� 44052（3番人気）
枠連票数 計 76016 的中 （1－8） 5353（5番人気）
馬連票数 計 347466 的中 �� 10069（12番人気）
馬単票数 計 195796 的中 �� 3168（19番人気）
ワイド票数 計 297346 的中 �� 8018（13番人気）�� 16784（5番人気）�� 8076（12番人気）
3連複票数 計 481321 的中 ��� 8538（18番人気）
3連単票数 計 696449 的中 ��� 2068（100番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．4―12．4―13．0―12．6―12．4―12．2―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．2―48．6―1：01．6―1：14．2―1：26．6―1：38．8―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．5
1
3
・（1，4）2，7，5－11（3，10）12，8－6
4，1（5，2）7，11－（3，12）10，8＝6

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

勝馬の
紹 介

ソウルラッシュ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2018．3．28生 牡2黒鹿 母 エターナルブーケ 母母 キャットアリ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 フランチャコルタ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 ホウオウジョルノ号の騎手菅原明良は，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：2番）
〔その他〕 イッツトゥルー号は，4コーナーから最後の直線コースにかけて内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

3504212月13日 曇 良 （2中京3） 第4日 第6競走 ��1，600�2歳未勝利
発走12時45分 （芝・左）

牝；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
1：33．1
1：32．3

良
良

714 マリアエレーナ 牝2芦 54 川島 信二金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 412± 01：34．7 5．2�

36 ミッキーハロー 牝2鹿 54 荻野 極野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 442＋161：35．33� 72．8�
816 カバーガール 牝2黒鹿54 岩田 望来石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 464－ 81：35．4� 7．9�
23 ミスティックアイル 牝2鹿 54 高倉 稜 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 444＋ 2 〃 アタマ 6．1�
12 メインターゲット 牝2栗 54 木幡 初也吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 502＋141：35．5クビ 8．3�
713 ゴルトメーネ 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子犬塚悠治郎氏 小手川 準 新冠 ハクツ牧場 416－ 4 〃 アタマ 69．9	
35 イッツユアタイム 牝2鹿 54 丸田 恭介ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 444－ 8 〃 アタマ 8．0

510 ジオパークフローラ 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹小関 勝紀氏 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 426＋ 8 〃 アタマ 73．8�
48 ゴットゴーゴー 牝2黒鹿54 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 21：35．71� 9．6�
47 マテンロウルビー 牝2鹿 54 藤岡 康太寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 446＋ 4 〃 ハナ 29．3
11 ア シ ナ ダ カ 牝2黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 476＋ 81：36．01� 35．7�

612 シーチェンジ 牝2栗 54 柴山 雄一吉田 晴哉氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422＋ 41：36．1� 17．0�

815 アースフレア 牝2鹿 54
53 ☆富田 暁 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 488± 01：36．52� 134．1�

611 フ ミ ロ ア 牝2鹿 54
53 ☆菅原 明良林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 426－ 61：36．6クビ 5．7�

24 エターナルルビー 牝2鹿 54
51 ▲小林 脩斗鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 21：36．81� 243．4�

59 アンドロイド 牝2鹿 54 中井 裕二髙嶋 祐子氏 寺島 良 浦河 有限会社
吉田ファーム 414＋ 81：38．28 134．7�
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売 得 金
単勝： 35，717，900円 複勝： 57，692，300円 枠連： 9，988，400円
馬連： 48，162，000円 馬単： 21，026，200円 ワイド： 50，493，200円
3連複： 82，811，200円 3連単： 77，298，900円 計： 383，190，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 1，590円 � 250円 枠 連（3－7） 1，760円

馬 連 �� 15，070円 馬 単 �� 30，030円

ワ イ ド �� 6，000円 �� 790円 �� 4，530円

3 連 複 ��� 36，260円 3 連 単 ��� 227，340円

票 数

単勝票数 計 357179 的中 � 57740（1番人気）
複勝票数 計 576923 的中 � 96284（1番人気）� 7255（13番人気）� 61517（4番人気）
枠連票数 計 99884 的中 （3－7） 4528（8番人気）
馬連票数 計 481620 的中 �� 2556（43番人気）
馬単票数 計 210262 的中 �� 560（88番人気）
ワイド票数 計 504932 的中 �� 2170（51番人気）�� 17878（5番人気）�� 2883（43番人気）
3連複票数 計 828112 的中 ��� 1827（110番人気）
3連単票数 計 772989 的中 ��� 272（685番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．6―11．6―11．9―11．9―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．2―46．8―58．7―1：10．6―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

マリアエレーナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．10．4 中京2着

2018．4．6生 牝2芦 母 テンダリーヴォイス 母母 ミスアンコール 3戦1勝 賞金 8，670，000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） 2頭 キタノフェスタ号・コスモクーシェリ号
（非抽選馬） 1頭 マスカリンラン号



3504312月13日 曇 良 （2中京3） 第4日 第7競走 ��
��1，900�3歳以上1勝クラス

発走13時15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
1：55．9
1：53．7

重
不良

814 ド ス ハ ー ツ 牡3黒鹿 56
55 ☆菅原 明良大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 470－122：01．9 3．5�

712� アメリカンフェイス 牡3栗 56 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 George
Krikorian 468－ 22：02．0	 6．9�

11 メイショウハクサン 牡3鹿 56 中井 裕二松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 482－ 4 〃 クビ 4．2�
69 サトノアレックス 牡3栗 56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 504＋ 42：02．42	 12．5�
610 ワイドレッジャドロ 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 494± 02：02．5	 20．6	
45 アストゥーリアス 牡3栗 56 藤岡 康太菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 470＋ 8 〃 クビ 67．5

46 スズカブランコ 牡4栗 57

54 ▲泉谷 楓真永井 啓弍氏 上村 洋行 様似 様似共栄牧場 458－ 82：02．6クビ 128．6�
813 マコトジュズマル 牡4栗 57 柴田 大知�ディアマント 
島 一歩 安平 ノーザンファーム 494－ 62：02．7� 70．7�
58 � ヤマカツリーダー 7黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか フジワラフアーム 478－ 22：02．8クビ 197．6
33 ロッキーサンダー 牡3鹿 56 川又 賢治原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 480＋ 4 〃 	 6．5�
711 ラ デ ツ キ ー 牡4栗 57

55 ◇藤田菜七子中辻 明氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ B500± 02：02．9	 5．4�

57 グッドリドゥンス 牡3栗 56 柴山 雄一林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 480＋ 42：03．0クビ 50．7�
34 ジェイケイエース 牡4鹿 57

55 △山田 敬士小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 536＋102：03．1	 31．3�
22 カイザーソウル 牡3鹿 56 荻野 極落合 幸弘氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 488－ 42：03．2� 31．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，000，200円 複勝： 49，539，000円 枠連： 10，499，500円
馬連： 52，203，600円 馬単： 22，698，100円 ワイド： 45，252，500円
3連複： 81，241，700円 3連単： 90，137，600円 計： 383，572，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 200円 � 160円 枠 連（7－8） 780円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 510円 �� 360円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 11，620円

票 数

単勝票数 計 320002 的中 � 72083（1番人気）
複勝票数 計 495390 的中 � 88850（1番人気）� 55880（5番人気）� 85437（2番人気）
枠連票数 計 104995 的中 （7－8） 10732（2番人気）
馬連票数 計 522036 的中 �� 26067（5番人気）
馬単票数 計 226981 的中 �� 5729（10番人気）
ワイド票数 計 452525 的中 �� 22925（5番人気）�� 35652（1番人気）�� 16616（7番人気）
3連複票数 計 812417 的中 ��� 32716（2番人気）
3連単票数 計 901376 的中 ��� 6202（13番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．8―30．6―44．2―57．9―1：11．2―1：24．3―1：37．5―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ド ス ハ ー ツ �
�
父 ウインバリアシオン �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2020．1．26 京都13着

2017．3．25生 牡3黒鹿 母 バーニングラブ 母母 チャーチポイント 13戦2勝 賞金 25，090，000円

3504412月13日 曇 良 （2中京3） 第4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）

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
1：58．3
1：56．1

良
良

510 ヴィクターバローズ 牡3鹿 56 藤岡 康太猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B486－ 42：02．0 6．4�
713 タンジェリンムーン 牝3芦 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 442± 02：02．1クビ 3．4�
715 ケルンキングダム �4鹿 57 �島 良太谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 442＋ 2 〃 アタマ 5．5�
817 ベリンダアン 牝3青鹿 54

51 ▲服部 寿希 TURFレーシング 小野 次郎 むかわ 平岡牧場 426－ 8 〃 ハナ 246．0�
47 ミッキーハッスル �3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 442－ 8 〃 クビ 57．0�
23 ディアセオリー 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁ディアレストクラブ	 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 490＋ 42：02．31 4．2


35 マイネルデステリョ 牡3黒鹿56 柴山 雄一 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 450＋ 6 〃 ハナ 60．4�

48 ヤップヤップヤップ 牡4栗 57 木幡 初也薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 456－ 6 〃 アタマ 27．4�
12 リ ゼ ブ ル ー 牝4芦 55 古川 吉洋飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 498－ 2 〃 アタマ 66．9
714 ナムラショウグン 牡3青鹿56 加藤 祥太奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 486± 0 〃 ハナ 147．2�
36 アースブレイブ 牡3青鹿56 丸田 恭介松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 462＋ 42：02．4クビ 56．8�
59 バトーブラン 牝3芦 54

52 △山田 敬士 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 22：02．5	 82．0�

24 レインカルナティオ 牡3鹿 56
55 ☆菅原 明良 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 498± 0 〃 ハナ 6．1�

11 スプリッツァー 牡3栗 56
55 ☆菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 466＋ 42：02．6クビ 19．2�

818 コスモブルーノーズ 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ムラカミファーム 416－ 2 〃 クビ 72．1�
611 ヒナノコバン 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 464＋102：02．7	 169．4�
816
 スズカローレル 牝5鹿 55 和田 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B430＋ 42：02．91� 138．7�
612 アドマイヤチャチャ 牝3青 54 荻野 極近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム 446＋ 22：03．0� 39．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，606，700円 複勝： 53，366，000円 枠連： 13，152，600円
馬連： 50，900，900円 馬単： 23，452，400円 ワイド： 49，264，900円
3連複： 82，459，000円 3連単： 91，356，700円 計： 396，559，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 140円 � 170円 枠 連（5－7） 730円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 530円 �� 860円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 13，460円

票 数

単勝票数 計 326067 的中 � 40169（5番人気）
複勝票数 計 533660 的中 � 58093（5番人気）� 114692（1番人気）� 77465（3番人気）
枠連票数 計 131526 的中 （5－7） 14326（2番人気）
馬連票数 計 509009 的中 �� 28353（6番人気）
馬単票数 計 234524 的中 �� 6528（9番人気）
ワイド票数 計 492649 的中 �� 23815（6番人気）�� 13965（8番人気）�� 45841（2番人気）
3連複票数 計 824590 的中 ��� 25690（5番人気）
3連単票数 計 913567 的中 ��� 5426（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．5―49．0―1：01．1―1：13．8―1：26．1―1：38．2―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．9
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴィクターバローズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．7．13 中京3着

2017．3．5生 牡3鹿 母 モスカートローザ 母母 ローザロバータ 7戦2勝 賞金 18，500，000円



3504512月13日 曇 良 （2中京3） 第4日 第9競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14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 7，600，000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 メイショウドヒョウ 牡3栗 56
53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 480± 01：54．8 4．3�

510 プロミストウォリア 牡3鹿 56 荻野 極 �シルクレーシング 野中 賢二 平取 坂東牧場 524＋121：55．01� 2．9�
36 レッドレビン 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 B496＋ 2 〃 アタマ 6．6�
612 アイアムイチリュウ 牡3黒鹿56 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 B508＋ 81：55．31� 15．5�
24 サイモンルモンド �3栗 56 岩田 望来澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 440＋ 21：55．4	 6．6	
23 キョウワウォール 牡4黒鹿57 柴田 未崎浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 482－ 41：55．5クビ 19．8

47 ウ ー ゴ 牡3鹿 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋16 〃 ハナ 8．2�
11 コ ス モ オ リ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B454－10 〃 クビ 59．8�
713 クリノクーニング 牡5鹿 57

54 ▲小林 脩斗栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 468± 01：55．6	 22．9
815 ネオボーゲン 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 428＋ 11：56．13 290．8�
59 サウンドトラック 牡3栗 56 藤岡 康太 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム B498－ 61：56．2	 83．9�
816 トーアライジン 牡7芦 57 古川 吉洋高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 B522＋ 61：56．3クビ 250．8�
48 
 サンドストーム 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 漆原 武男 436－ 21：57．04 66．2�
714
 サンセットオーラ 牡5鹿 57

56 ☆菊沢 一樹 N.S.R.C 藤原 辰雄 新冠 サンローゼン 456＋ 6 〃 アタマ 164．4�
35 ルクスムンディー 牡5鹿 57 中井 裕二前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 B518－ 21：57．1クビ 20．9�
12 キ ラ ー ビ ー 牡3鹿 56

54 △山田 敬士中丸 裕嗣氏 青木 孝文 浦河 上山牧場 B442＋281：57．63	 317．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，685，700円 複勝： 52，618，400円 枠連： 13，853，300円
馬連： 60，810，200円 馬単： 27，932，100円 ワイド： 55，533，000円
3連複： 97，921，800円 3連単： 114，328，600円 計： 459，683，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 140円 � 180円 枠 連（5－6） 570円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 370円 �� 550円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 13，640円

票 数

単勝票数 計 366857 的中 � 67134（2番人気）
複勝票数 計 526184 的中 � 80208（2番人気）� 106350（1番人気）� 70011（4番人気）
枠連票数 計 138533 的中 （5－6） 19248（1番人気）
馬連票数 計 608102 的中 �� 60088（1番人気）
馬単票数 計 279321 的中 �� 9438（5番人気）
ワイド票数 計 555330 的中 �� 41024（1番人気）�� 25552（5番人気）�� 29814（3番人気）
3連複票数 計 979218 的中 ��� 32438（3番人気）
3連単票数 計1143286 的中 ��� 6704（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．3―51．6―1：04．3―1：16．5―1：29．2―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウドヒョウ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．2．22 京都1着

2017．5．14生 牡3栗 母 エリモフィナーレ 母母 エリモアメジスト 8戦2勝 賞金 18，460，000円
〔その他〕 プロミストウォリア号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。

3504612月13日 曇 良 （2中京3） 第4日 第10競走 ��
��1，400�つ わ ぶ き 賞

発走14時50分 （芝・左）
牝，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 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．1

良
良

77 カイトゲニー 牝2黒鹿54 柴田 大知本田 恒雄氏 和田 雄二 新冠 森 牧場 472＋ 41：22．0 6．1�
22 ネクストストーリー 牝2芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 490± 01：22．21� 15．8�
44 グランデフィオーレ 牝2芦 54 藤岡 康太 �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 458－ 81：22．41� 2．7�
11 アールラプチャー 牝2青鹿54 太宰 啓介前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 448－ 61：22．61� 12．1�
55 ル ー ス 牝2栗 54 古川 吉洋山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 482－141：22．7	 3．6�
66 ムーンビード 牝2鹿 54 岩田 望来 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 454－ 81：23．23 4．7	
88 ニシノエルサ 牝2芦 54 藤田菜七子西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 446＋ 21：23．41� 89．8

33 マウンテンムスメ 牝2栗 54 蛯名 正義西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 456＋ 21：23．71� 44．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 49，590，100円 複勝： 44，054，300円 枠連： 発売なし
馬連： 63，317，100円 馬単： 35，449，000円 ワイド： 40，960，600円
3連複： 80，991，400円 3連単： 188，571，800円 計： 502，934，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 170円 � 250円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，040円 馬 単 �� 7，580円

ワ イ ド �� 910円 �� 260円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 19，110円

票 数

単勝票数 計 495901 的中 � 67911（4番人気）
複勝票数 計 440543 的中 � 61006（4番人気）� 31854（5番人気）� 133998（1番人気）
馬連票数 計 633171 的中 �� 12533（14番人気）
馬単票数 計 354490 的中 �� 3738（26番人気）
ワイド票数 計 409606 的中 �� 10593（14番人気）�� 47174（3番人気）�� 19217（8番人気）
3連複票数 計 809914 的中 ��� 25664（10番人気）
3連単票数 計1885718 的中 ��� 7891（65番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．8―12．1―11．3―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―35．4―47．5―58．8―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．5
3 7－3，2，8（4，5）6，1 4 7－3，2（4，8）5（1，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カイトゲニー �

父 カレンブラックヒル �


母父 ティンバーカントリー デビュー 2020．6．27 東京3着

2018．3．30生 牝2黒鹿 母 シルクヴィーナス 母母 シルクフレアー 4戦2勝 賞金 17，217，000円

１レース目



3504712月13日 曇 良 （2中京3） 第4日 第11競走 ��
��1，400�

ひ だ

飛�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），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳
56�4歳以上57�，牝馬2�減

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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

815 ヴェスターヴァルト 牡3鹿 56 富田 暁 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：20．3 6．5�
11 トーセンリスト 牝4栗 55 菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 456± 01：20．4� 15．5�
611 ブルスクーロ 牡4鹿 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B516－ 61：20．5アタマ 19．1�
47 レジーナドーロ 牝5栗 55 柴山 雄一�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B466＋ 81：20．6	 16．7	
23 アーデンフォレスト 牡4黒鹿57 岩田 望来 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 464＋10 〃 ハナ 3．7

612 ホープフルサイン 牡4黒鹿57 菅原 明良 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 B496＋ 41：20．7� 16．3�
36 アーズローヴァー 牝4鹿 55 川又 賢治 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム B466＋ 41：21．01� 36．5�
35 タガノスカイハイ 牡5鹿 57 
島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498＋ 4 〃 クビ 23．8
59 アプルーヴァル 牡5鹿 57 中井 裕二近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 518＋ 8 〃 クビ 8．5�
816 イーサンパンサー 牡4栗 57 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 470－ 21：21．1	 21．8�
510 ア リ ア 牝5栗 55 竹之下智昭樋口 稔氏 武 幸四郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 21：21．2クビ 93．5�
714 ミエノウインウイン �5黒鹿57 太宰 啓介里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 8 〃 ハナ 26．8�
24 インスピレーション 牡5黒鹿57 高倉 稜寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 482＋ 4 〃 ハナ 28．3�
12 メモリーコロネット 牝5黒鹿55 蛯名 正義�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 462＋ 6 〃 クビ 5．4�
48 � エイシンハルニレ 牡3鹿 56 岡部 誠吉田 勝利氏 角田 輝也 浦河 栄進牧場 452＋ 21：22．37 400．0�

（愛知） （愛知）

713 エレヴァート 牝3黒鹿54 荻野 極�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 440± 01：22．51 10．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 69，653，200円 複勝： 97，650，900円 枠連： 42，924，700円
馬連： 213，089，500円 馬単： 81，240，600円 ワイド： 146，407，000円
3連複： 380，592，600円 3連単： 424，600，700円 計： 1，456，159，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 400円 � 520円 枠 連（1－8） 1，470円

馬 連 �� 7，050円 馬 単 �� 13，920円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 2，660円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 43，890円 3 連 単 ��� 280，030円

票 数

単勝票数 計 696532 的中 � 85454（3番人気）
複勝票数 計 976509 的中 � 135530（2番人気）� 60902（5番人気）� 44527（8番人気）
枠連票数 計 429247 的中 （1－8） 23272（5番人気）
馬連票数 計2130895 的中 �� 24150（27番人気）
馬単票数 計 812406 的中 �� 4667（48番人気）
ワイド票数 計1464070 的中 �� 18391（26番人気）�� 14671（35番人気）�� 9172（55番人気）
3連複票数 計3805926 的中 ��� 6937（151番人気）
3連単票数 計4246007 的中 ��� 1213（883番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．0―11．4―11．4―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―33．7―45．1―56．5―1：07．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェスターヴァルト �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．6．23 函館6着

2017．3．16生 牡3鹿 母 サンブルエミューズ 母母 ヴィートマルシェ 12戦4勝 賞金 71，856，000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。

3504812月13日 曇 良 （2中京3） 第4日 第12競走 ��
��2，000�名古屋日刊スポーツ杯

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56�4歳以上57�，牝馬2�減

名古屋日刊スポーツ新聞社賞（1着）
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

22 シ ャ レ ー ド 牝3栗 54 岩田 望来寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 504± 02：00．4 3．4�
44 メイショウボサツ 牡3青鹿56 柴山 雄一松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 田中スタッド 474－ 8 〃 クビ 5．5�
56 � サ タ ー ン 牡4鹿 57 加藤 祥太石川 達絵氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 490＋ 22：00．61 6．5�
812 サトノシャローム 牡3鹿 56 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506± 02：00．7	 2．9�
55 ジ ョ デ ィ ー 牝4鹿 55 菅原 明良小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 アタマ 8．8�
11 ストロングレヴィル 牡6黒鹿57 丸田 恭介村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 42：01．23 26．0	
68 ターフェルムジーク 牝5鹿 55 古川 吉洋 
サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 450＋ 82：01．3	 73．6�
811 レターオンザサンド 牡4芦 57 藤田菜七子小川 勲氏 藤岡 健一 浦河 チェスナット

ファーム 494＋ 42：01．51 16．1�
710 ブレーヴユニコーン 牡4青鹿57 荻野 極諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 524＋ 42：01．71
 50．1
33 マカオンブラン 牡3鹿 56 中井 裕二關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 502＋ 42：02．02 44．0�
67 � ジンゴイスト 牡5青鹿57 川又 賢治 
サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B510＋142：02．32 73．8�
79 � ビックバレリーナ 牝3黒鹿54 大畑 雅章大西 和子氏 今津 博之 新冠 海馬沢 明 B448－ 92：03．36 279．0�

（愛知） （愛知）

（12頭）

売 得 金
単勝： 77，149，900円 複勝： 89，378，100円 枠連： 26，616，800円
馬連： 131，388，800円 馬単： 58，387，600円 ワイド： 99，638，500円
3連複： 203，777，800円 3連単： 292，085，000円 計： 978，422，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 190円 � 180円 枠 連（2－4） 1，300円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 430円 �� 540円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 11，570円

票 数

単勝票数 計 771499 的中 � 177636（2番人気）
複勝票数 計 893781 的中 � 152324（2番人気）� 117717（4番人気）� 125049（3番人気）
枠連票数 計 266168 的中 （2－4） 16257（6番人気）
馬連票数 計1313888 的中 �� 91916（4番人気）
馬単票数 計 583876 的中 �� 20009（6番人気）
ワイド票数 計 996385 的中 �� 62599（4番人気）�� 47376（6番人気）�� 53733（5番人気）
3連複票数 計2037778 的中 ��� 78176（6番人気）
3連単票数 計2920850 的中 ��� 20192（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．1―35．5―47．6―59．5―1：11．8―1：24．2―1：36．0―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．2
1
3
11（5，7，10）－（3，12）2（1，4）6，8－9
11－（7，10）5（12，4）3，2，1，6，8＝9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ ャ レ ー ド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Azamour デビュー 2019．7．6 中京1着

2017．2．10生 牝3栗 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 11戦3勝 賞金 37，719，000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。

４レース目



（2中京3）第4日 12月13日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

201，980，000円
5，620，000円
20，980，000円
1，270，000円
22，380，000円
73，088，000円
5，556，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
484，889，100円
625，367，600円
158，924，400円
819，201，500円
369，412，200円
676，839，400円
1，333，501，200円
1，646，470，700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 6，114，606，100円

総入場人員 1，555名 （有料入場人員 1，371名）
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