
3302512月12日 曇 良 （2中山5） 第3日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

47 パ ル デ ン ス 牡2鹿 55 田辺 裕信山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 492＋ 21：12．2 1．7�
714 ナンノコレシキ 牝2黒鹿54 横山 武史宮城 寛也氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル 456－ 41：12．94 9．3�
48 トランセンドパスト 牡2鹿 55 宮崎 北斗簗詰 貴彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 456＋ 6 〃 アタマ 94．2�
12 ハヤブサユートピア 牡2黒鹿55 大野 拓弥武田 修氏 稲垣 幸雄 浦河 笹島 智則 444－ 21：13．21� 6．1�
611 テイエムミラクル 牝2鹿 54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 484± 01：13．41� 4．9�
612 ミルトブラック 牡2鹿 55 木幡 初也永山 勝敏氏 武市 康男 新ひだか 坂本 春雄 B500± 01：13．5� 53．9�
713 ケ プ チ ャ ン 牡2栗 55 杉原 誠人	ミルファーム 和田 勇介 浦河 ミルファーム 468± 01：13．6クビ 19．0

23 ビービーラノビア 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大	坂東牧場 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 426－ 4 〃 クビ 58．5�
816 ピットフォル 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗	ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 460＋ 61：13．7� 41．2�
59 セイギャラクシー 牡2青鹿55 内田 博幸金田 成基氏 武市 康男 新冠 松本 信行 478＋ 21：13．8� 256．5
36 ロデオスターメイト 牝2青鹿54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 438＋121：14．11� 233．6�
510 サ ン タ ル 牡2黒鹿 55

52 ▲原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 470＋ 21：14．2� 650．9�
815 カシノフォワード �2鹿 55

52 ▲秋山 稔樹柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 436＋ 21：14．83� 339．3�
11 ケイティミシェル 牝2鹿 54 江田 照男瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 曾我 博 408＋ 21：15．33 74．3�
35 セ イ ル ー ク 牡2青 55 武士沢友治金田 成基氏 深山 雅史 新ひだか 城地牧場 444－ 21：15．51� 432．9�
24 キャメルクラッチ 牝2鹿 54 武藤 雅 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 420± 01：15．92� 171．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，695，600円 複勝： 55，408，800円 枠連： 10，986，000円
馬連： 51，784，000円 馬単： 26，712，100円 ワイド： 47，416，400円
3連複： 88，410，500円 3連単： 104，321，500円 計： 419，734，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 240円 � 1，140円 枠 連（4－7） 510円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，830円 �� 6，280円

3 連 複 ��� 10，950円 3 連 単 ��� 26，270円

票 数

単勝票数 計 346956 的中 � 163757（1番人気）
複勝票数 計 554088 的中 � 242367（1番人気）� 43304（4番人気）� 6538（10番人気）
枠連票数 計 109860 的中 （4－7） 16566（3番人気）
馬連票数 計 517840 的中 �� 52259（3番人気）
馬単票数 計 267121 的中 �� 17655（4番人気）
ワイド票数 計 474164 的中 �� 31492（4番人気）�� 6374（18番人気）�� 1807（37番人気）
3連複票数 計 884105 的中 ��� 6055（30番人気）
3連単票数 計1043215 的中 ��� 2879（77番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．2―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．4―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ ル デ ン ス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．7．26 札幌6着

2018．4．20生 牡2鹿 母 ヘヴンリークルーズ 母母 タックスシェルター 4戦1勝 賞金 7，870，000円

3302612月12日 曇 良 （2中山5） 第3日 第2競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時20分 （芝・右・外）
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
1：33．4
1：32．3

良
良

816 トゥルーアート 牝2鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：35．1 6．3�
612 マイネルダグラス 牡2鹿 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 61：35．2� 16．7�
611 フ ー ラ リ 牡2青 55 戸崎 圭太落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：35．3� 3．1�
713 アップリバー 牝2青鹿54 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B486＋ 21：35．51� 4．2�
23 マオノジーナス 牝2青鹿54 田辺 裕信湯浅 健司氏 黒岩 陽一 日高 長谷川牧場 442± 01：35．92� 7．9	
36 ショウナンアドール 牝2鹿 54 野中悠太郎国本 哲秀氏 加藤士津八 新冠 ムラカミファーム 452＋ 6 〃 クビ 19．6

59 ヤマニンデンファレ 牝2芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 458＋ 21：36．11 27．7�
35 トーセンインディゴ 牡2鹿 55 武藤 雅島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 4 〃 クビ 11．3
24 ニシノカオリード 牝2青鹿 54

53 ☆木幡 育也西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 船越牧場 422－121：36．31� 231．3�
48 フレーズバニーユ 牝2黒鹿54 横山 武史 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 464－ 21：36．61	 14．3�
714 ミスティレイン 牝2鹿 54 石橋 脩ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428－ 21：36．81� 51．1�
510 プリメラクラセ 牡2栗 55 柴田 大知鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 武田 修一 468＋261：37．01� 515．3�
47 ルーマーミル 牡2黒鹿55 吉田 豊ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 41：37．21� 135．7�
815 タクミチョウサン 牡2栗 55

52 ▲小林 凌大�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 544＋14 〃 クビ 243．7�
12 
 マイサンライズ 牝2黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹�和田牧場 和田正一郎 米
Chad Austin
Reed & Hill ’n’
Dale Farms

520－ 61：37．83� 231．0�
11 マジカルサンデー 牡2栗 55 内田 博幸岡田 牧雄氏 中川 公成 様似 スイートフアーム 498＋ 21：37．9クビ 131．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，316，500円 複勝： 65，335，200円 枠連： 10，569，500円
馬連： 56，533，100円 馬単： 23，906，300円 ワイド： 51，737，900円
3連複： 86，616，300円 3連単： 87，413，600円 計： 420，428，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 390円 � 150円 枠 連（6－8） 750円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 8，410円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 430円 �� 780円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 37，210円

票 数

単勝票数 計 383165 的中 � 51005（3番人気）
複勝票数 計 653352 的中 � 91368（3番人気）� 33207（7番人気）� 133053（2番人気）
枠連票数 計 105695 的中 （6－8） 10819（2番人気）
馬連票数 計 565331 的中 �� 8334（21番人気）
馬単票数 計 239063 的中 �� 2130（34番人気）
ワイド票数 計 517379 的中 �� 7587（21番人気）�� 33038（2番人気）�� 16866（8番人気）
3連複票数 計 866163 的中 ��� 14193（16番人気）
3連単票数 計 874136 的中 ��� 1703（121番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．3―47．5―59．4―1：11．2―1：22．8

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

勝馬の
紹 介

トゥルーアート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2020．11．15 東京2着

2018．3．22生 牝2鹿 母 イグジビットワン 母母 Tsar’s Pride 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。
（非抽選馬） 1頭 スターオブソフィア号

第５回 中山競馬 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



3302712月12日 曇 良 （2中山5） 第3日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時50分 （芝・右）

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
1：46．4
1：44．5

良
良

12 レーヴドゥラプレリ 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 454± 01：50．2 5．7�
510 アイリッシュムーン 牝2栗 54 三浦 皇成�須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 474＋ 41：50．3� 6．3�
48 エトワールマタン 牝2鹿 54 内田 博幸丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 434＋201：50．51� 63．9�
714 トーセンメラニー 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 476＋ 4 〃 アタマ 3．1�

815 コーストライン 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 22．5	
11 ハービンクレア 牝2鹿 54 横山 和生 KRジャパン 小野 次郎 新ひだか 矢野牧場 420－ 21：50．81� 204．5

611 ヒットザシーン 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 2 〃 アタマ 20．4�
713 ノアスマッシュ 牝2鹿 54 木幡 巧也佐山 公男氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 420－ 61：51．01 19．0
59 エ ア リ エ ル 牝2黒鹿54 石橋 脩村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 426＋ 21：51．1� 86．7�
612 フローズンカクテル 牝2栗 54 吉田 豊吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 452－ 61：51．2� 51．0�
36 フクノグラーティア 牝2黒鹿54 戸崎 圭太福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 456－ 2 〃 クビ 4．2�
24 マリノアルカディア 牝2黒鹿54 大野 拓弥�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 426－ 4 〃 ハナ 63．1�
47 スマイルフェアリー 牝2青 54 横山 典弘飯田 真也氏 尾関 知人 日高 浜本牧場 452＋ 41：51．41� 16．7�
816 リ チ ェ ル カ 牝2栗 54 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 468＋201：51．61� 46．0�
23 クアドリフォリオ 牝2黒鹿54 津村 明秀�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋101：52．34 103．1�
35 グッディクリステル 牝2芦 54

51 ▲秋山 稔樹 �スピードファーム和田正一郎 浦河 中村 雅明 458－ 41：52．4� 532．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，526，400円 複勝： 62，218，500円 枠連： 10，544，500円
馬連： 59，911，600円 馬単： 25，485，500円 ワイド： 55，420，700円
3連複： 93，048，900円 3連単： 96，458，700円 計： 442，614，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 180円 � 970円 枠 連（1－5） 1，660円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 650円 �� 4，210円 �� 3，240円

3 連 複 ��� 26，420円 3 連 単 ��� 112，250円

票 数

単勝票数 計 395264 的中 � 58095（3番人気）
複勝票数 計 622185 的中 � 86362（4番人気）� 102173（3番人気）� 12567（10番人気）
枠連票数 計 105445 的中 （1－5） 4918（7番人気）
馬連票数 計 599116 的中 �� 29810（6番人気）
馬単票数 計 254855 的中 �� 6473（9番人気）
ワイド票数 計 554207 的中 �� 23327（6番人気）�� 3264（46番人気）�� 4271（33番人気）
3連複票数 計 930489 的中 ��� 2641（81番人気）
3連単票数 計 964587 的中 ��� 623（324番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．0―49．3―1：01．3―1：13．5―1：25．4―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レーヴドゥラプレリ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．8．29 新潟9着

2018．4．9生 牝2鹿 母 レーヴデトワール 母母 レーヴドスカー 3戦1勝 賞金 7，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キャッチミー号・ニシノソメイノ号

3302812月12日 晴 良 （2中山5） 第3日 第4競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時20分 （ダート・右）

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
1：52．7
1：50．9

良
不良

59 テンウォークライ 牡2栗 55 戸崎 圭太天白 泰司氏 金成 貴史 日高 木村牧場 466＋ 41：56．0 2．6�
714 ダノンブレット 牡2栗 55 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 510± 01：56．21� 4．6�
12 ターニングアップ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新冠 中本 隆志 456＋221：56．3クビ 83．0�
510 スバラシイヒビ 牡2栗 55 田辺 裕信山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 木田牧場 470± 0 〃 アタマ 4．6�
11 アポログランツ 牡2栗 55 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 496± 01：56．72� 5．2	
23 ノアウィンザー 牡2鹿 55

52 ▲小林 脩斗佐山 公男氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 454－ 41：57．12� 44．4

611 トドロキゲキジョウ 牡2黒鹿55 江田 照男�GET NEXT 武市 康男 新ひだか 静内フアーム 490＋ 21：57．52� 74．8�
24 ワイドモーゼ 牡2青鹿55 横山 武史幅田 昌伸氏 武井 亮 新ひだか 乾 皆雄 470± 0 〃 アタマ 36．3�
36 ケイツーディナール 牡2鹿 55

52 ▲秋山 稔樹楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新ひだか 増本牧場 524－ 41：57．71 131．4
713 ブレーヴトライ 牡2芦 55 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 466＋ 21：58．01� 14．7�
48 ジョイライド 牡2栗 55 大野 拓弥グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 500＋ 21：58．85 214．4�
47 ト ラ キ チ 牡2栗 55

52 ▲原 優介大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 ヒダカフアーム 524－ 21：59．01� 469．7�
35 ウイングウインド 牡2鹿 55 柴田 大知�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 474＋12 〃 アタマ 277．4�
815 ノーブルウィング 牝2黒鹿54 木幡 初也吉木 伸彦氏 粕谷 昌央 新ひだか 坂本 智広 430－ 42：00．06 445．2�
816 バンブルビート 牡2栗 55 武藤 雅�前川企画 高木 登 日高 浜本牧場 476＋ 62：01．610 279．7�
612 ヴォーグマチネ 牡2鹿 55 木幡 巧也志村 幸彦氏 牧 光二 新冠 坂元 芳春 460－ 62：06．3大差 34．1�
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売 得 金
単勝： 44，271，300円 複勝： 55，296，400円 枠連： 12，876，500円
馬連： 51，064，100円 馬単： 25，394，800円 ワイド： 49，168，300円
3連複： 78，808，400円 3連単： 90，111，000円 計： 406，990，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 180円 � 780円 枠 連（5－7） 320円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 390円 �� 2，230円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 10，740円 3 連 単 ��� 33，340円

票 数

単勝票数 計 442713 的中 � 137683（1番人気）
複勝票数 計 552964 的中 � 144304（1番人気）� 78173（4番人気）� 12001（9番人気）
枠連票数 計 128765 的中 （5－7） 30421（1番人気）
馬連票数 計 510641 的中 �� 51710（2番人気）
馬単票数 計 253948 的中 �� 13593（3番人気）
ワイド票数 計 491683 的中 �� 36201（3番人気）�� 5333（23番人気）�� 3753（29番人気）
3連複票数 計 788084 的中 ��� 5500（35番人気）
3連単票数 計 901110 的中 ��� 1959（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．6―51．3―1：04．1―1：16．8―1：29．5―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テンウォークライ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2020．9．5 札幌2着

2018．3．26生 牡2栗 母 ナイスゴールド 母母 ナイスグリンベル 3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔その他〕 ヴォーグマチネ号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バンブルビート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月12日まで平地競

走に出走できない。



3302912月12日 晴 良 （2中山5） 第3日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時10分 （芝・右・外）
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
1：33．4
1：32．3

良
良

48 グレートサークル 牡2黒鹿55 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 真歌田中牧場 476 ―1：37．0 30．2�
713 エイシンチラー 牝2鹿 54 横山 和生�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 470 ― 〃 アタマ 8．8�
714 ジャストメイビー 牝2鹿 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478 ―1：37．64 6．8�
23 コンテナジュニア 牡2黒鹿55 津村 明秀住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 530 ― 〃 アタマ 6．3�
11 ピアチェーレ 牝2鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 442 ―1：37．81� 4．1	
611 フ ォ レ ス タ 牝2鹿 54 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 田中 清隆 新冠 長浜 秀昭 410 ―1：37．9� 250．6

815 スフリエール 牝2黒鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 アタマ 10．4�
35 サンキューサンクス 牡2黒鹿55 石橋 脩田畑 利彦氏 池上 昌和 浦河 谷口牧場 440 ―1：38．0クビ 37．4�
59 ヒロノキングダム 牡2黒鹿 55

52 ▲秋山 稔樹小野 博郷氏 浅野洋一郎 日高 広富牧場 460 ― 〃 クビ 84．8
612 ラッキーベルン 牝2鹿 54 田辺 裕信四本 昭弘氏 加藤 和宏 浦河 アイオイファーム 432 ― 〃 ハナ 92．4�
12 サクラプロモーター 牡2栗 55 勝浦 正樹�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 442 ―1：38．1� 61．7�
510 スクリーンマドンナ 牝2黒鹿54 大野 拓弥吉田 千津氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 462 ―1：38．2	 24．1�
24 ルージュセリーズ 牝2鹿 54 内田 博幸 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 472 ―1：38．3クビ 3．9�
47 コアレスロング 牝2黒鹿54 木幡 巧也小林 昌志氏 小野 次郎 平取 雅 牧場 478 ―1：38．51� 89．4�
36 ウォーターリリー 牝2鹿 54 丸田 恭介村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 494 ―1：38．81	 129．4�
816 ハンデンキング 牡2黒鹿55 岩部 純二坂田 行夫氏 南田美知雄 新ひだか 城地牧場 510 ―1：39．44 55．7�
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売 得 金
単勝： 37，396，000円 複勝： 52，130，000円 枠連： 14，349，700円
馬連： 49，431，500円 馬単： 24，219，600円 ワイド： 44，046，300円
3連複： 76，612，100円 3連単： 79，820，100円 計： 378，005，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，020円 複 勝 � 770円 � 260円 � 210円 枠 連（4－7） 3，510円

馬 連 �� 10，860円 馬 単 �� 24，950円

ワ イ ド �� 2，960円 �� 3，250円 �� 860円

3 連 複 ��� 25，890円 3 連 単 ��� 205，210円

票 数

単勝票数 計 373960 的中 � 10483（8番人気）
複勝票数 計 521300 的中 � 14436（8番人気）� 55012（5番人気）� 75034（3番人気）
枠連票数 計 143497 的中 （4－7） 3164（11番人気）
馬連票数 計 494315 的中 �� 3527（30番人気）
馬単票数 計 242196 的中 �� 728（62番人気）
ワイド票数 計 440463 的中 �� 3752（31番人気）�� 3414（32番人気）�� 13838（11番人気）
3連複票数 計 766121 的中 ��� 2219（72番人気）
3連単票数 計 798201 的中 ��� 282（525番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．3―48．9―1：01．3―1：13．4―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．7

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

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

勝馬の
紹 介

グレートサークル �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Rainbow Quest 初出走

2018．4．25生 牡2黒鹿 母 デュポンサークル 母母 Ballet Girl 1戦1勝 賞金 7，000，000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 カドカラハジマル号・ゴールデンナイト号・バラードインミラノ号・フィアスプライド号

3303012月12日 晴 良 （2中山5） 第3日 第6競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時45分 （ダート・右）
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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

713 マイグレーション 牡2黒鹿55 丸山 元気野村 茂雄氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 494 ―1：13．0 8．8�
510 ボイラーハウス 牡2鹿 55 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 496 ―1：13．31� 25．6�
815 ヤマイチキャプテン 牡2栗 55

52 ▲秋山 稔樹坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 512 ―1：13．4� 12．3�
816 スイートフィル 牝2芦 54 柴田 大知シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 452 ―1：13．5� 16．3�
612 クツワノセキトリ 牡2栗 55 木幡 巧也芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 464 ―1：13．6� 21．1�
48 ノボベルサイユ 牝2青鹿54 横山 和生�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 490 ―1：13．91� 6．3	
12 トモジャリア 牡2黒鹿55 戸崎 圭太吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 474 ―1：14．11� 4．3

47 グランドアルナイル 牡2栗 55 丸田 恭介田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 488 ― 〃 ハナ 32．5�
611 タンキエットゥ 牝2芦 54

51 ▲原 優介岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 原 弘之 498 ―1：14．31	 65．8�
35 リュウノマーチャン 牡2黒鹿55 田中 勝春蓑島 竜一氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：14．72� 117．0
59 ブレッシングライト 牡2栗 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 清隆 日高 モリナガファーム 454 ― 〃 アタマ 43．2�
24 キャルベロス 牡2鹿 55 三浦 皇成里見 治紀氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 542 ―1：15．01� 2．9�
11 オリアナヴェント 牝2黒鹿54 武士沢友治西森 功氏 古賀 史生 新冠 隆栄牧場 454 ―1：15．31� 35．5�
714 ケンプファー 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 松永 康利 日高 長田ファーム 516 ―1：17．2大差 181．9�
36 フォトンストリーム 牡2鹿 55 杉原 誠人幡 有氏 浅野洋一郎 日高 増尾牧場 390 ―1：17．94 132．2�
23 トウショウピボット 牡2黒鹿55 木幡 初也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 432 ―1：18．11	 248．4�
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売 得 金
単勝： 41，508，500円 複勝： 47，146，300円 枠連： 13，004，400円
馬連： 53，405，500円 馬単： 25，743，800円 ワイド： 48，239，400円
3連複： 80，039，800円 3連単： 86，532，600円 計： 395，620，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 280円 � 770円 � 350円 枠 連（5－7） 4，520円

馬 連 �� 6，550円 馬 単 �� 12，880円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 1，280円 �� 4，010円

3 連 複 ��� 23，790円 3 連 単 ��� 130，970円

票 数

単勝票数 計 415085 的中 � 39838（4番人気）
複勝票数 計 471463 的中 � 48809（4番人気）� 14213（9番人気）� 35877（5番人気）
枠連票数 計 130044 的中 （5－7） 2229（20番人気）
馬連票数 計 534055 的中 �� 6316（23番人気）
馬単票数 計 257438 的中 �� 1499（46番人気）
ワイド票数 計 482394 的中 �� 4679（31番人気）�� 9961（15番人気）�� 3047（40番人気）
3連複票数 計 800398 的中 ��� 2523（77番人気）
3連単票数 計 865326 的中 ��� 479（397番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．0―12．4―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―35．0―47．4―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．0
3 ・（5，12）13（10，15）（11，16）（7，8，4）2，1－（9，14）－3＝6 4 ・（5，12）13（10，15）（7，11，16）8（2，4）1－9＝14－3＝6
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

マイグレーション �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 カリズマティック 初出走

2018．4．1生 牡2黒鹿 母 テンザンコノハナ 母母 テンザンユタカ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウショウピボット号は，「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） 3頭 カザルス号・サッビアマーゴ号・ニシノメタル号



3303112月12日 曇 良 （2中山5） 第3日 第7競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時15分 （500万円以下） （ダート・右）
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
1：48．5
1：47．6

重
重

714 ポートロイヤル �4黒鹿57 大野 拓弥 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 472＋101：54．4 100．6�
23 アポロティアモ 牡3栗 56 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 502＋ 21：54．5	 2．8�
59 カウンターエア �4鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 572－ 21：54．71
 8．5�
612� ヌ ン カ プ ト 牡3鹿 56 勝浦 正樹ヌンクラブ� 柄崎 孝 浦河 不二牧場 440－141：54．91 334．4�
713 サトノワールド 牡3鹿 56 横山 典弘 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 524＋101：55．0クビ 5．3	
12 ペルセウスシチー 牡3黒鹿56 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B472＋ 8 〃 ハナ 4．6

47 ミストラルウインド 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 育也島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 472＋ 4 〃 クビ 138．2�

510 ロードスラッシュ 牡3黒鹿56 杉原 誠人 �ロードホースクラブ 木村 哲也 浦河 大柳ファーム 472＋ 81：55．31
 64．4
611� マコトネネキリマル 牡4鹿 57 田辺 裕信�ディアマント 伊坂 重信 様似 出口 繁夫 458＋101：55．4
 16．9�
36 グラスデスティーノ 牡3鹿 56 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B472± 01：55．5	 11．7�
48 フォーチュネイト �3鹿 56 武士沢友治小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 須崎牧場 B436± 01：55．6クビ 25．6�
815 ド ー フ ァ ン �5鹿 57 吉田 豊 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム B528＋ 2 〃 ハナ 17．7�
24 ヒ ロ キ ン グ 牡3鹿 56 内田 博幸澤田 孝之氏 黒岩 陽一 新冠 武田 修一 502＋10 〃 クビ 35．6�
11 ファンタスティック 牡4栗 57 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 476＋ 21：55．71 31．9�
35 グラファイト �5青鹿57 石橋 脩 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 482＋ 61：56．44 126．0�
816 ライトカラカゼ 牡5鹿 57 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 476＋ 21：57．46 26．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，489，200円 複勝： 70，948，300円 枠連： 13，864，500円
馬連： 72，734，000円 馬単： 29，198，300円 ワイド： 71，572，900円
3連複： 112，864，600円 3連単： 111，275，200円 計： 527，947，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，060円 複 勝 � 1，540円 � 150円 � 250円 枠 連（2－7） 640円

馬 連 �� 23，840円 馬 単 �� 53，670円

ワ イ ド �� 6，960円 �� 12，190円 �� 550円

3 連 複 ��� 52，020円 3 連 単 ��� 572，150円

票 数

単勝票数 計 454892 的中 � 3616（13番人気）
複勝票数 計 709483 的中 � 8391（13番人気）� 171117（1番人気）� 68997（4番人気）
枠連票数 計 138645 的中 （2－7） 16744（1番人気）
馬連票数 計 727340 的中 �� 2364（53番人気）
馬単票数 計 291983 的中 �� 408（117番人気）
ワイド票数 計 715729 的中 �� 2530（58番人気）�� 1439（74番人気）�� 36763（4番人気）
3連複票数 計1128646 的中 ��� 1627（140番人気）
3連単票数 計1112752 的中 ��� 141（1165番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―37．7―50．4―1：02．7―1：15．3―1：28．5―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポートロイヤル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．9．16 中山12着

2016．3．4生 �4黒鹿 母 グレナディーン 母母 タックスヘイブン 13戦2勝 賞金 17，713，000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 マイネルレンカ号

3303212月12日 曇 良 （2中山5） 第3日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走13時45分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

510 コンセッションズ 牝5栗 55 田辺 裕信 �ニッシンホール
ディングス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 438＋ 61：11．2 6．5�

35 � ミフトゥーロ 牝5鹿 55 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 472＋ 41：11．3	 75．8�
611 ショーテンシ 牝4鹿 55 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 486＋261：11．4クビ 37．8�
12 オルクリスト 牡4鹿 57 大野 拓弥�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 486＋ 41：11．5
 8．8�
36 オ カ リ ナ 牡3栗 56 宮崎 北斗八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 532－ 2 〃 クビ 27．7	
23 バナナボート 牡6栗 57

54 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 坂元 芳春 452＋ 41：11．6クビ 23．4

713 イナズママンボ 牝6鹿 55 津村 明秀小泉 賢悟氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 B476＋ 61：11．92 20．8�
612 メールデゾレ 牝4栗 55 武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 466－ 41：12．11� 18．4�
11 メモワールミノル 牡3芦 56 石橋 脩吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 466－ 2 〃 アタマ 20．9
816 モリトユウブ 牡5鹿 57

54 ▲秋山 稔樹吉川 朋宏氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 496± 0 〃 同着 3．0�
47 グ ラ ス レ オ 牡5黒鹿 57

56 ☆木幡 育也半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 506± 01：12．2クビ 14．1�
48 マイネルナイペス 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム B468－ 51：12．3
 157．7�
59 アストロブレイク 牡3栗 56 三浦 皇成 �吉澤ホールディングス 相沢 郁 日高 川端 正博 494＋ 41：12．72
 4．3�
714 ナリノメジャー 牝6栗 55 野中悠太郎成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋141：12．91
 31．7�
24 � プレストレジェーロ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 小倉 光博 454＋ 2 〃 アタマ 86．8�
815 マイネルワルツ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 456± 01：13．43 23．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，672，000円 複勝： 70，054，400円 枠連： 19，672，400円
馬連： 81，342，800円 馬単： 29，420，000円 ワイド： 69，214，300円
3連複： 123，736，700円 3連単： 121，086，000円 計： 558，198，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 1，740円 � 1，030円 枠 連（3－5） 4，570円

馬 連 �� 27，940円 馬 単 �� 43，090円

ワ イ ド �� 8，720円 �� 5，600円 �� 32，550円

3 連 複 ��� 446，160円 3 連 単 ��� 2，041，560円

票 数

単勝票数 計 436720 的中 � 53318（3番人気）
複勝票数 計 700544 的中 � 105865（2番人気）� 9114（14番人気）� 15864（13番人気）
枠連票数 計 196724 的中 （3－5） 3335（20番人気）
馬連票数 計 813428 的中 �� 2256（74番人気）
馬単票数 計 294200 的中 �� 512（137番人気）
ワイド票数 計 692143 的中 �� 2051（80番人気）�� 3205（65番人気）�� 546（118番人気）
3連複票数 計1237367 的中 ��� 208（483番人気）
3連単票数 計1210860 的中 ��� 43（2695番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．5―12．0―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．9―45．9―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンセッションズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Victory Gallop デビュー 2017．9．30 中山4着

2015．4．9生 牝5栗 母 ケトルワンアップ 母母 Bugs Rabbit 25戦3勝 賞金 38，350，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エムオータイショウ号・ゴールドパッキャオ号・サノマナ号・スーパーアキラ号・ダウンタウンプリマ号・

タツオウカランブ号



3303312月12日 曇 良 （2中山5） 第3日 第9競走 ��
��1，200�

く ろ ま つ

黒 松 賞
発走14時15分 （芝・右・外）
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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．5

良
良

611� エムオーシャトル 牝2鹿 54 田中 勝春大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 市川牧場 438－161：08．9 27．4�
47 ラ ヴ ケ リ ー 牝2鹿 54 三浦 皇成水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 438± 01：09．32� 1．8�
713 レ ガ ト ゥ ス 牡2黒鹿55 横山 武史 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 552－ 61：09．4	 5．3�
714 ルミナスライン 牝2鹿 54 木幡 巧也 �ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 418＋ 41：09．5	 64．6�
11 サニーオーシャン 牡2鹿 55 田辺 裕信海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 452＋ 21：09．6� 5．4	
36 セントポーリア 牝2鹿 54 津村 明秀 �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 448＋ 21：09．91� 38．6

48 
 ハッピーホンコン 牡2栗 55 内田 博幸会田 裕一氏 田中 淳司 浦河 ディアレスト

クラブ 428± 0 〃 アタマ 58．4�
（北海道）

12 グレイトミッション 牝2栗 54 野中悠太郎 IHR 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 444－ 2 〃 クビ 49．7�
815 フレンドパル 牝2鹿 54 江田 照男前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 458－ 41：10．0	 75．5
24 ホーキーポーキー 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム B450－ 41：10．1� 144．0�
35 ク ム シ ラ コ 牡2栗 55 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 454－ 21：10．2クビ 14．5�
612
 アーガイルピンク 牝2栗 54 川島正太郎谷岡 康成氏 稲益 貴弘 新ひだか 谷岡牧場 410－ 71：10．3� 202．9�

（船橋） （船橋）

510 ピュアエール 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ヒカル牧場 458＋ 61：10．72� 129．8�
59 � トーセンマリア 牝2鹿 54 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 458－ 81：10．8� 184．5�
23 エンテレケイア 牡2栗 55 戸崎 圭太小田 吉男氏 岩戸 孝樹 浦河 谷川牧場 494＋ 61：11．01� 25．1�
816 サイタオフェーリア 牝2青 54 木幡 初也サイタグローバル 杉浦 宏昭 新冠 柏木 一則 436＋ 41：11．85 214．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，464，900円 複勝： 84，601，400円 枠連： 18，393，600円
馬連： 84，470，500円 馬単： 42，208，300円 ワイド： 65，159，100円
3連複： 128，149，100円 3連単： 182，244，900円 計： 657，691，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，740円 複 勝 � 370円 � 110円 � 160円 枠 連（4－6） 1，950円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，710円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 22，520円

票 数

単勝票数 計 524649 的中 � 16267（6番人気）
複勝票数 計 846014 的中 � 25853（6番人気）� 445359（1番人気）� 85896（3番人気）
枠連票数 計 183936 的中 （4－6） 7310（7番人気）
馬連票数 計 844705 的中 �� 36730（4番人気）
馬単票数 計 422083 的中 �� 5650（15番人気）
ワイド票数 計 651591 的中 �� 26325（5番人気）�� 8483（19番人気）�� 78512（2番人気）
3連複票数 計1281491 的中 ��� 37866（7番人気）
3連単票数 計1822449 的中 ��� 5866（60番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．1―11．4―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．6―45．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エムオーシャトル �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 サンデーサイレンス

2018．2．5生 牝2鹿 母 ファインセイコー 母母 ス コ ー ル イ 1戦1勝 賞金 10，471，000円
地方デビュー 2020．5．13 門別

※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。

3303412月12日 曇 良 （2中山5） 第3日 第10競走 ��
��1，200�アクアラインステークス

発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．12．7以降2．12．6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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

612 サンライズカラマ 牡6栗 55 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム B496－ 21：10．6 5．7�

24 スナークスター �4鹿 55 石橋 脩杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 462－ 81：10．7� 19．9�
611	 アスタースウィング 牡6栗 54 蛯名 正義加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 522－ 61：10．8アタマ 51．6�
510 ア ポ ロ ビ ビ 牡4栗 56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 472＋ 8 〃 クビ 2．8�
713 アイアムハヤスギル 牡4黒鹿56 横山 武史堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－ 21：10．9
 9．0�
36 プレシャスルージュ �8黒鹿53 三浦 皇成 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B470＋ 41：11．0
 14．3	
12 メイショウハナモリ 牡4黒鹿54 武藤 雅松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 514＋ 81：11．1
 21．3

35 コパノマーキュリー 牡3鹿 55 田辺 裕信小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 518＋ 81：11．2クビ 3．8�
23 マイウェイアムール 牝5青鹿52 柴田 大知田畑 利彦氏 林 徹 日高 モリナガファーム 500－ 2 〃 ハナ 60．0�
816 トウカイパシオン 牝5青 52 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 452＋ 4 〃 クビ 31．4
815 ラスティユース 牡5栗 53 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 498＋ 21：11．3クビ 107．7�
47 エ ス タ ジ 牝4鹿 53 杉原 誠人吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452＋ 6 〃 クビ 30．5�
59 ヒ イ ナ ヅ キ 牝4栗 52 野中悠太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 460＋ 21：11．4� 103．6�
48 セイウンクールガイ 牡5栗 54 内田 博幸西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 B462± 01：11．5クビ 21．1�
11 エターナルフレイム �6栗 53 木幡 育也岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 522－ 6 〃 クビ 218．3�
714� エムティアン 牝4青鹿52 丸田 恭介�門別牧場 島 一歩 新ひだか 漆原 武男 B460＋121：12．77 56．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，605，600円 複勝： 89，915，200円 枠連： 26，197，500円
馬連： 129，842，300円 馬単： 50，155，900円 ワイド： 107，476，000円
3連複： 202，554，000円 3連単： 222，584，000円 計： 887，330，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 220円 � 580円 � 1，200円 枠 連（2－6） 4，260円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 11，510円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 3，210円 �� 10，320円

3 連 複 ��� 70，130円 3 連 単 ��� 342，610円

票 数

単勝票数 計 586056 的中 � 82183（3番人気）
複勝票数 計 899152 的中 � 134737（3番人気）� 37661（7番人気）� 16801（12番人気）
枠連票数 計 261975 的中 （2－6） 4755（17番人気）
馬連票数 計1298423 的中 �� 15471（19番人気）
馬単票数 計 501559 的中 �� 3267（36番人気）
ワイド票数 計1074760 的中 �� 13625（20番人気）�� 8640（32番人気）�� 2646（72番人気）
3連複票数 計2025540 的中 ��� 2166（159番人気）
3連単票数 計2225840 的中 ��� 471（775番人気）

ハロンタイム 11．6―10．4―11．2―12．1―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．0―33．2―45．3―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズカラマ �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2016．10．30 京都4着

2014．4．28生 牡6栗 母 ティボリサンライズ 母母 ラディカルチック 43戦4勝 賞金 89，248，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 アヴォンリー号・アスクジョーダン号・アールロッソ号・ケプラー号・コカボムクイーン号・

ゴッドバンブルビー号・シアーライン号・スピリットワンベル号・ツウカイウイング号・テルモードーサ号・
ノンライセンス号・ペイシャネガノ号・ホウオウカトリーヌ号・ホウオウスクラム号・メイショウウズマサ号・
ロイヤルパールス号・ロジヒューズ号



3303512月12日 曇 良 （2中山5） 第3日 第11競走 ��
��1，800�

し わ す

師走ステークス（Ｌ）
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，1．12．7以降2．12．6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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

35 タイキフェルヴール 牡5栗 54 内田 博幸�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 528＋161：52．4 8．3�

59 バ レ ッ テ ィ �6鹿 55 横山 典弘 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム B506－ 41：52．61� 5．9�
36 デアフルーグ 牡4鹿 55 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 514± 01：52．81	 6．2�
510 ハギノアトラス 牡4栗 54 武藤 雅安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 492＋ 81：53．01	 40．0�
713 デュードヴァン 牡3鹿 54 大野 拓弥 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 482± 0 〃 ハナ 9．9	
815 テーオーエナジー 牡5栗 56 丸山 元気小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 518＋ 61：53．21	 14．2

12 エムオーグリッタ 牡6鹿 54 津村 明秀大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 B504＋ 6 〃 ハナ 59．7�
11 テーオーフォース 牡5黒鹿53 吉田 豊小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 478－ 81：53．3� 79．1�
611 ナムラカメタロー 牡4黒鹿57 石橋 脩奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 八田ファーム 506＋ 21：53．4クビ 11．9
612 マイネルユキツバキ 牡5鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 536＋ 4 〃 アタマ 26．5�
48 パンサラッサ 牡3鹿 54 戸崎 圭太広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 470－ 41：53．6� 4．6�
816 ブランクエンド 牡4鹿 54 木幡 巧也諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 クビ 36．4�
47 ハイランドピーク 牡6青鹿57 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋101：53．81	 11．0�
23 レッドフレイ 牡5黒鹿54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋141：54．22� 20．4�
714 フィードバック 牡4黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 496± 01：54．94 16．6�
24 リアンヴェリテ 牡6鹿 57 蛯名 正義加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 61：56．9大差 65．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 88，233，700円 複勝： 134，212，900円 枠連： 66，357，100円
馬連： 280，428，200円 馬単： 93，875，300円 ワイド： 194，445，800円
3連複： 478，084，100円 3連単： 466，138，900円 計： 1，801，776，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 310円 � 190円 � 230円 枠 連（3－5） 1，170円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 6，670円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，180円 �� 760円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 39，210円

票 数

単勝票数 計 882337 的中 � 84848（4番人気）
複勝票数 計1342129 的中 � 99256（6番人気）� 206006（1番人気）� 148213（3番人気）
枠連票数 計 663571 的中 （3－5） 43787（4番人気）
馬連票数 計2804282 的中 �� 63397（12番人気）
馬単票数 計 938753 的中 �� 10553（21番人気）
ワイド票数 計1944458 的中 �� 37143（12番人気）�� 41953（8番人気）�� 67287（3番人気）
3連複票数 計4780841 的中 ��� 52870（10番人気）
3連単票数 計4661389 的中 ��� 8618（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．3―49．2―1：01．7―1：14．1―1：26．9―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイキフェルヴール �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Any Given Saturday デビュー 2017．7．2 福島5着

2015．3．17生 牡5栗 母 アッシュベリー 母母 ア シ ェ ラ フ 12戦5勝 賞金 81，158，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ニホンピロタイド号
（非抽選馬） 1頭 プレスティージオ号

3303612月12日 曇 良 （2中山5） 第3日 第12競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走16時00分 （1000万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

812 サクラトゥジュール 牡3青鹿56 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 500＋ 41：49．3 1．9�
44 ラストヌードル 牡4鹿 57 横山 和生増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 498－ 61：50．25 6．7�
710 レオンドーロ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �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 B488± 0 〃 クビ 3．9�
813� ブルーエクセレンス 牡4青鹿57 戸崎 圭太ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 21：50．41	 5．6�
69 
 アーチキング �7鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 520＋ 41：50．61	 24．7	
57 シ ャ チ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 466＋ 41：50．81	 79．4

45 ルックスマート 牡5鹿 57 武藤 雅平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 488＋101：51．22� 51．7�
22 デルマウオッカ 牡5鹿 57

54 ▲小林 脩斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 508＋ 61：51．3� 205．2�
68 ジャディード 牡5黒鹿 57

54 ▲小林 凌大丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B454＋121：51．51	 302．1
33 ホウオウエミーズ 牝3鹿 54 津村 明秀小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 452＋ 21：51．81� 16．9�
11 トモジャファイブ 牡4鹿 57

54 ▲秋山 稔樹吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 514＋181：52．01	 108．7�
56  レッドカード 牝3鹿 54 内田 博幸�バンブー牧場 櫻井 拓章 浦河 バンブー牧場 494－ 91：52．32 69．8�

（北海道）

711 オールウェイズゼア 牡6黒鹿57 野中悠太郎グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 荒木 貴宏 476－ 21：52．4� 339．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 69，230，000円 複勝： 114，510，300円 枠連： 26，704，000円
馬連： 115，291，900円 馬単： 64，014，800円 ワイド： 80，376，100円
3連複： 168，904，500円 3連単： 283，696，100円 計： 922，727，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（4－8） 580円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 300円 �� 210円 �� 460円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 3，790円

票 数

単勝票数 計 692300 的中 � 281033（1番人気）
複勝票数 計1145103 的中 � 619820（1番人気）� 104444（4番人気）� 128699（2番人気）
枠連票数 計 267040 的中 （4－8） 35604（3番人気）
馬連票数 計1152919 的中 �� 101209（3番人気）
馬単票数 計 640148 的中 �� 42535（4番人気）
ワイド票数 計 803761 的中 �� 66485（3番人気）�� 112709（2番人気）�� 39065（5番人気）
3連複票数 計1689045 的中 ��� 149202（2番人気）
3連単票数 計2836961 的中 ��� 54257（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．8―38．2―50．7―1：02．7―1：14．7―1：26．2―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラトゥジュール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．6 東京1着

2017．4．14生 牡3青鹿 母 サクラレーヌ 母母 セダンフオーエバー 9戦3勝 賞金 46，298，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

桜井 拓章



（2中山5）第3日 12月12日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 189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

219，410，000円
3，020，000円
34，160，000円
1，510，000円
25，410，000円
83，249，500円
5，197，500円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
593，409，700円
901，777，700円
243，519，700円
1，086，239，500円
460，334，700円
884，273，200円
1，717，829，000円
1，931，682，600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 7，819，066，100円

総入場人員 2，583名 （有料入場人員 2，401名）


