
3303712月13日 晴 良 （2中山5） 第4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

714 フェスティヴノンノ 牝2栗 54 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 450± 01：13．1 13．8�
815 シゲルヒラトリ 牡2栗 55 戸崎 圭太森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 468－201：13．2� 11．9�
612 トップシンデレラ 牝2黒鹿54 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 448－ 41：13．62� 69．0�
35 エバーサニーハート 牡2黒鹿55 石橋 脩堀口 晴男氏 小手川 準 浦河 市川牧場 496＋ 41：13．7� 19．8�
12 ティプシーワールド 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新吉田 和美氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 434± 0 〃 ハナ 112．3�
611 ニシノカタパルト 牡2栗 55 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 松本牧場 488＋20 〃 クビ 63．6�
816 ステラダイヤ 牝2鹿 54 大野 拓弥 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 日高 田端牧場 494± 01：13．9� 4．1	
36 エコロブラスト 牡2鹿 55 木幡 巧也原村 正紀氏 伊藤 大士 新冠 パカパカ

ファーム 506－ 21：14．0� 15．6

11 デストゥリエーレ 牡2青鹿55 坂井 瑠星ライオンレースホース� 池上 昌和 浦河 秋場牧場 452－ 4 〃 ハナ 18．2�
713 キタノエンディング 牡2鹿 55 石川裕紀人北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか 谷岡牧場 436－ 41：14．2� 56．9
24 スマートワン 牡2青鹿55 田辺 裕信橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 476＋ 41：14．3� 2．2�
510 ラスティネイル 牝2芦 54

51 ▲秋山 稔樹田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 444＋ 61：14．82� 10．5�
23 ビッグブルールーフ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也大屋 高広氏 田中 剛 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 460－ 61：15．54 93．9�

48 メ イ ム 牝2鹿 54
51 ▲原 優介宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 408－10 〃 クビ 373．3�

47 ココネージュ 牝2鹿 54
51 ▲小林 凌大田端 修氏 清水 英克 日高 タバタファーム 434－ 61：15．6クビ 423．6�

59 ス タ ー マ ン 牡2黒鹿55 内田 博幸坂巻 勝彦氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 446＋ 81：15．91� 49．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，080，100円 複勝： 54，648，300円 枠連： 14，622，000円
馬連： 59，951，200円 馬単： 28，124，100円 ワイド： 59，670，800円
3連複： 99，798，900円 3連単： 100，713，300円 計： 454，608，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 350円 � 360円 � 1，550円 枠 連（7－8） 1，970円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 12，470円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 5，390円 �� 6，010円

3 連 複 ��� 47，320円 3 連 単 ��� 253，360円

票 数

単勝票数 計 370801 的中 � 22674（5番人気）
複勝票数 計 546483 的中 � 43203（4番人気）� 42805（5番人気）� 8183（12番人気）
枠連票数 計 146220 的中 （7－8） 5912（9番人気）
馬連票数 計 599512 的中 �� 9446（15番人気）
馬単票数 計 281241 的中 �� 1803（36番人気）
ワイド票数 計 596708 的中 �� 11754（15番人気）�� 2909（46番人気）�� 2605（51番人気）
3連複票数 計 997989 的中 ��� 1687（115番人気）
3連単票数 計1007133 的中 ��� 318（602番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．7―12．9―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．4―47．3―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェスティヴノンノ �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2020．8．29 新潟6着

2018．4．3生 牝2栗 母 フェスティヴキティ 母母 カプリアテイ 6戦1勝 賞金 5，610，000円
〔制裁〕 ティプシーワールド号の騎手斎藤新は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

3303812月13日 晴 良 （2中山5） 第4日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時15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

24 セイハロートゥユー 牡2黒鹿55 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B494± 01：57．0 9．4�
612� アメリカンエール 牡2芦 55 田辺 裕信 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 504－ 21：57．21� 4．0�
713 トーセンチャールズ 牡2鹿 55 三浦 皇成島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 494± 01：57．41 4．1�
47 セ ル ヴ ァ ン 牡2鹿 55 坂井 瑠星 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 41：57．51 15．7	
23 サムライスピアー 牡2栗 55 戸崎 圭太玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 絵笛牧場 442－ 41：57．92	 4．8

11 フ レ ー ゲ ル 牡2鹿 55

52 ▲秋山 稔樹内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 石田牧場 482＋ 61：58．0
 9．8�
815 アレデラヴァン �2鹿 55

54 ☆木幡 育也塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 510＋ 41：58．31	 202．9�
36 タンジェントアーク 牡2黒鹿 55

54 ☆斎藤 新大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 438＋ 8 〃 クビ 277．4

510 イ ー ジ ス 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 484＋ 61：58．61
 168．3�
714 ユイノタンキマチ 牡2鹿 55 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 坂元 芳春 428－ 41：58．7クビ 243．8�
12 カフェアヴニール 牡2青鹿55 北村 宏司西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 前山 友厚 464＋ 41：59．12	 11．0�
35 ダ ヴ ィ ン チ 牡2栗 55 石川裕紀人�シンユウ企画 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 546＋ 21：59．52	 41．8�
48 タイドオブタイム 牡2黒鹿 55

54 ☆亀田 温心ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492－ 62：00．03 61．7�

816 オープンセサミ 牡2鹿 55 江田 照男飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 450－ 22：00．63	 19．6�
611 タックスリファンド 牡2黒鹿55 大野 拓弥フィールドレーシング 武井 亮 新ひだか 北洋牧場 500＋ 42：01．45 59．9�
59 ダンスインザレイン 牝2鹿 54 武藤 雅矢野まり子氏 水野 貴広 新ひだか 山際牧場 420± 02：03．5大差 165．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，324，100円 複勝： 55，991，300円 枠連： 11，708，600円
馬連： 59，942，100円 馬単： 25，655，900円 ワイド： 50，823，200円
3連複： 91，352，200円 3連単： 95，102，200円 計： 425，899，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 240円 � 170円 � 160円 枠 連（2－6） 700円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 990円 �� 790円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 21，120円

票 数

単勝票数 計 353241 的中 � 31479（4番人気）
複勝票数 計 559913 的中 � 51342（5番人気）� 86245（3番人気）� 102966（2番人気）
枠連票数 計 117086 的中 （2－6） 13303（3番人気）
馬連票数 計 599421 的中 �� 21229（8番人気）
馬単票数 計 256559 的中 �� 3905（21番人気）
ワイド票数 計 508232 的中 �� 12669（13番人気）�� 16316（8番人気）�� 42194（2番人気）
3連複票数 計 913522 的中 ��� 26585（6番人気）
3連単票数 計 951022 的中 ��� 3602（51番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．5―13．9―13．0―13．0―13．0―13．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．7―51．6―1：04．6―1：17．6―1：30．6―1：43．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．4
1
3
2，5，15（9，16）－8（11，14）（3，7，12）（10，13）4－6－1
2（5，15）（8，14，16，12）（9，7，13）（11，4）3，10（6，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セイハロートゥユー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．8．16 新潟17着

2018．4．12生 牡2黒鹿 母 マンハッタンセレブ 母母 サトルチェンジ 4戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンスインザレイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月13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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 テイエムダイアタリ号

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５回 中山競馬 第４日



3303912月13日 晴 良 （2中山5） 第4日 第3競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時45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

713 カモミールティー 牡2鹿 55 三浦 皇成保坂 和孝氏 小笠 倫弘 平取 清水牧場 444＋ 41：13．4 2．1�
11 キ テ ィ ラ 牝2栗 54 野中悠太郎ディアレストクラブ� 清水 英克 新ひだか 畠山牧場 444＋ 61：13．6� 37．9�
714 フェスティヴグッド 牡2鹿 55

52 ▲秋山 稔樹臼井義太郎氏 本間 忍 日高 アイズスタッド株式会社 504± 01：13．81� 11．7�
815 シーオブクラウズ 牡2芦 55 北村 宏司岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 468－ 4 〃 ハナ 7．6�
816 ビーナスオーキッド 牝2栗 54 武藤 雅助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 468＋ 6 〃 クビ 6．9�
23 カラドボルグ 牡2栗 55

54 ☆亀田 温心田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 沖田牧場 476＋ 2 〃 ハナ 196．2	
12 フジグランツ 牝2鹿 54 坂井 瑠星荒木 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 428－12 〃 ハナ 20．8

35 ピ ラ ミ デ 牝2鹿 54 戸崎 圭太酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 石郷岡 五月 482－ 21：13．9アタマ 4．4�
36 アイディアリスト 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也�G1レーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 486－ 61：14．0� 46．6�
59 ムーンリバー 牝2鹿 54

51 ▲原 優介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 448± 01：14．95 62．9

510 カ ガ ブ ル ー 牡2鹿 55 江田 照男香川 憲次氏 大江原 哲 新冠 ハシモトフアーム 458－ 81：15．0� 154．4�
612 サンラファイエット 牝2栗 54 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 476± 01：15．31� 252．8�
48 サンシェリダン 牝2青鹿54 原田 和真 �加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 株式会社

ケイズ B468－ 6 〃 アタマ 90．9�
24 キャヴァリー 牡2鹿 55 武士沢友治小林竜太郎氏 武市 康男 浦河 小林 仁 462± 01：15．72� 412．7�
611 サ ラ ベ ル 牝2鹿 54 横山 和生Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 川上牧場 442＋101：15．8クビ 198．6�
47 フライアカイト 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大小林 由明氏 尾形 和幸 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 392± 01：16．22� 375．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，194，400円 複勝： 47，554，200円 枠連： 12，954，500円
馬連： 57，385，400円 馬単： 29，168，000円 ワイド： 48，269，700円
3連複： 85，327，300円 3連単： 105，497，500円 計： 425，351，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 480円 � 250円 枠 連（1－7） 1，080円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 760円 �� 400円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 22，190円

票 数

単勝票数 計 391944 的中 � 150375（1番人気）
複勝票数 計 475542 的中 � 170600（1番人気）� 16417（7番人気）� 37502（5番人気）
枠連票数 計 129545 的中 （1－7） 9573（5番人気）
馬連票数 計 573854 的中 �� 18375（9番人気）
馬単票数 計 291680 的中 �� 6737（11番人気）
ワイド票数 計 482697 的中 �� 16668（7番人気）�� 34792（3番人気）�� 4498（24番人気）
3連複票数 計 853273 的中 ��� 12767（17番人気）
3連単票数 計1054975 的中 ��� 3803（64番人気）

ハロンタイム 11．7―10．8―11．7―12．5―12．7―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．5―34．2―46．7―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F39．2
3 ・（15，16）（9，13，14）－（5，6）8，1，2－3（7，12）（4，10）－11 4 15，16，13，9（5，14）（1，6）8，2－3－12－（7，4，10）－11
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

カモミールティー �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2020．6．20 函館4着

2018．1．12生 牡2鹿 母 サ ブ ラ タ 母母 レディオブチャド 7戦1勝 賞金 12，780，000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。
（非当選馬） 2頭 シーピーエフペット号・レピュテーション号

3304012月13日 晴 良 （2中山5） 第4日 第4競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時15分 （芝・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
1：58．9
1：58．9

良
良

816 ロックオンエイム 牝2黒鹿54 横山 和生 �京都ホースレーシング 奥村 武 新ひだか 飛野牧場 450＋ 22：02．7 41．0�
714 トゥーフェイス 牡2鹿 55 木幡 巧也 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 ハナ 4．7�
817 カーディナル 牡2鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 クビ 2．0�
11 マイネルマーティン 牡2栗 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 486－102：03．22� 96．9�
12 ヴィクトールアイ 牝2鹿 54 原田 和真 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 沖田牧場 482＋ 22：03．41� 219．5	
47 ジ ジ 牡2鹿 55 吉田 豊林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 488－ 2 〃 ハナ 8．8


611 ララパピヨンドメル 牝2鹿 54 田辺 裕信フジイ興産� 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 452－ 22：03．61� 7．8�
（法942）

24 ネイチャーシップ 牡2芦 55 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 464－16 〃 アタマ 24．9�
23 ナックイルシーブ 牡2芦 55

54 ☆木幡 育也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B520－ 62：03．7� 14．3

715 ハ ナ ノ ミ チ 牝2鹿 54
51 ▲秋山 稔樹丸岡 啓一氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 450± 02：04．23 71．8�

510 カ タ ラ ズ 牡2栗 55 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 水野 貴広 新冠 つつみ牧場 506± 02：04．3� 127．2�
36 ス ニ ッ プ 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新大野 富生氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 462－ 4 〃 クビ 145．0�
59 エアーレジーナ 牝2鹿 54 武藤 雅遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 82：04．61� 76．2�
818 マスケティアーズ 牡2黒鹿55 武士沢友治加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 458＋ 62：05．02� 696．1�
612 マイネルキュリアス 牡2鹿 55

52 ▲原 優介 �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 482± 02：05．42� 187．0�

48 スケボーマン 牡2黒鹿55 伊藤 工真石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 482－ 22：05．5� 144．6�
713 ムーニーアイズ 牝2鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 410－102：07．110 336．0�
35 ディープアゲイン 牡2鹿 55 石川裕紀人田村 彰夫氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 506－ 22：20．9大差 33．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，722，400円 複勝： 77，752，500円 枠連： 13，121，900円
馬連： 63，617，300円 馬単： 33，608，700円 ワイド： 61，019，700円
3連複： 96，544，800円 3連単： 121，961，600円 計： 512，348，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，100円 複 勝 � 530円 � 150円 � 110円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 10，340円 馬 単 �� 30，170円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 850円 �� 240円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 59，200円

票 数

単勝票数 計 447224 的中 � 9264（8番人気）
複勝票数 計 777525 的中 � 18556（8番人気）� 117801（2番人気）� 321398（1番人気）
枠連票数 計 131219 的中 （7－8） 25789（1番人気）
馬連票数 計 636173 的中 �� 4918（22番人気）
馬単票数 計 336087 的中 �� 891（53番人気）
ワイド票数 計 610197 的中 �� 6248（22番人気）�� 17356（9番人気）�� 80081（1番人気）
3連複票数 計 965448 的中 ��� 22584（7番人気）
3連単票数 計1219616 的中 ��� 1648（141番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．4―12．8―12．7―12．2―11．9―12．0―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―36．3―49．1―1：01．8―1：14．0―1：25．9―1：37．9―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ロックオンエイム �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．10．18 東京3着

2018．1．24生 牝2黒鹿 母 ゴールドヴァレー 母母 プレイガール 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディープアゲイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月13日まで平地競

走に出走できない。



3304112月13日 晴 良 （2中山5） 第4日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時05分 （芝・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
1：46．4
1：44．5

良
良

57 ディオスバリエンテ 牡2鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 466 ―1：50．4 2．2�
56 ボ ー デ ン 牡2鹿 55 川田 将雅吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478 ―1：50．5クビ 3．1�
69 アサマノイタズラ 牡2黒鹿55 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 506 ―1：51．24 7．8�
812 ジ ル ブ ラ ス 牡2栗 55 大野 拓弥�G1レーシング 栗田 徹 千歳 社台ファーム 500 ―1：51．3� 18．8�
711 グローリアスサルム 牝2青鹿54 吉田 豊日下部勝德氏 小島 茂之 新冠 有限会社 大

作ステーブル 442 ―1：51．5� 42．6	
45 エ イ ペ ク ス 牝2鹿 54 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484 ―1：51．71� 31．6

44 リオアビセオ 牝2栗 54 丸山 元気�G1レーシング 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 422 ―1：51．91� 67．6�
710 ドゥラヴィータ 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介会田 浩史氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464 ―1：52．11 202．5�

33 ザフールーショー 牡2黒鹿55 田辺 裕信廣崎 智子氏 久保田貴士 平取 株式会社
ASK STUD 472 ― 〃 ハナ 71．4

11 エフティレーヴ 牝2黒鹿54 武藤 雅吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 432 ― 〃 クビ 38．1�
22 フィールザスター 牝2青鹿54 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 472 ― 〃 ハナ 29．9�
813 クリノヴァニラ 牝2栗 54 江田 照男栗本 博晴氏 萱野 浩二 日高 横井 哲 484 ―1：54．6大差 18．8�
68 ロイヤルパフューム 牝2芦 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 青木 孝文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494 ―1：55．13 19．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 46，841，500円 複勝： 46，375，800円 枠連： 14，615，500円
馬連： 53，560，700円 馬単： 29，585，600円 ワイド： 49，140，700円
3連複： 82，716，600円 3連単： 104，933，400円 計： 427，769，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（5－5） 360円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 170円 �� 310円 �� 410円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 2，270円

票 数

単勝票数 計 468415 的中 � 175433（1番人気）
複勝票数 計 463758 的中 � 137587（1番人気）� 98708（2番人気）� 56085（3番人気）
枠連票数 計 146155 的中 （5－5） 32221（2番人気）
馬連票数 計 535607 的中 �� 120430（1番人気）
馬単票数 計 295856 的中 �� 39979（1番人気）
ワイド票数 計 491407 的中 �� 92397（1番人気）�� 37278（2番人気）�� 26514（3番人気）
3連複票数 計 827166 的中 ��� 86917（1番人気）
3連単票数 計1049334 的中 ��� 36949（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．2―12．8―12．1―12．1―12．1―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．0―50．8―1：02．9―1：15．0―1：27．1―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディオスバリエンテ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2018．3．11生 牡2鹿 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3304212月13日 晴 良 （2中山5） 第4日 第6競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時35分 （ダート・右）

牝；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
1：52．7
1：50．9

良
不良

610 カフェプリンセス 牝2鹿 54 田辺 裕信西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 474 ―1：57．7 3．4�
712 スマイルヴィヴァン 牝2鹿 54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 422 ―1：58．55 5．3�
58 ビリーヴインミー 牝2黒鹿54 戸崎 圭太�グランド牧場 萩原 清 新ひだか グランド牧場 470 ―1：59．13� 4．7�
814 デルマフゲン 牝2栗 54 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 462 ―1：59．2� 56．8�
713 ディスバッドマム 牝2栗 54

53 ☆斎藤 新�ジェイアール 田村 康仁 浦河 桑田フアーム 438 ― 〃 アタマ 25．2	
815 ウルトラヨウコ 牝2黒鹿54 野中悠太郎河内 孝夫氏 小西 一男 日高 増尾牧場 460 ―1：59．4� 13．1

11 アイソリズム 牝2黒鹿 54

53 ☆亀田 温心�G1レーシング 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 552 ―1：59．5� 18．3�

35 クインズアンバー 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 458 ― 〃 アタマ 164．6�
23 ニシノフレデリカ 牝2鹿 54 武藤 雅西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 田上 徹 446 ―1：59．81� 44．9
34 マテラガニア 牝2黒鹿54 田中 勝春大野 照旺氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 482 ― 〃 クビ 44．3�
611 トムティット 牝2青鹿54 津村 明秀�髙昭牧場 中竹 和也 浦河 高昭牧場 456 ―1：59．9� 9．9�
22 エイシンヒーリング 牝2鹿 54 三浦 皇成�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 464 ―2：00．11� 14．6�
46 ブラックハート 牝2黒鹿54 坂井 瑠星�髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 422 ―2：00．2� 16．1�
47 モモエチャン 牝2芦 54

51 ▲小林 凌大 �リトルブルーファーム 和田 雄二 清水 リトルブルーファーム 454 ―2：01．47 76．9�
59 キタノワカクモ 牝2鹿 54

51 ▲秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 高村牧場 452 ―2：02．67 93．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，957，500円 複勝： 40，500，300円 枠連： 11，653，700円
馬連： 50，575，900円 馬単： 23，203，600円 ワイド： 40，794，100円
3連複： 73，940，600円 3連単： 78，023，800円 計： 352，649，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 150円 � 160円 枠 連（6－7） 510円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 370円 �� 320円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 5，500円

票 数

単勝票数 計 339575 的中 � 84447（1番人気）
複勝票数 計 405003 的中 � 85050（1番人気）� 64983（2番人気）� 63646（3番人気）
枠連票数 計 116537 的中 （6－7） 18001（1番人気）
馬連票数 計 505759 的中 �� 44771（2番人気）
馬単票数 計 232036 的中 �� 12780（1番人気）
ワイド票数 計 407941 的中 �� 29033（2番人気）�� 35227（1番人気）�� 21742（3番人気）
3連複票数 計 739406 的中 ��� 44317（1番人気）
3連単票数 計 780238 的中 ��� 11348（1番人気）

ハロンタイム 13．0―12．5―13．5―14．1―13．3―12．7―13．1―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．5―39．0―53．1―1：06．4―1：19．1―1：32．2―1：44．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カフェプリンセス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Bandini 初出走

2018．2．22生 牝2鹿 母 カフェヒミコ 母母 Yamato Damashii 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3304312月13日 晴 良 （2中山5） 第4日 第7競走 ��
��1，800�2歳1勝クラス

発走13時05分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

47 � ラ ペ ル ー ズ 牡2鹿 55 戸崎 圭太多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 富田牧場 B500－ 41：53．7 19．2�
11 ディールクルム 牡2栗 55 三浦 皇成�G1レーシング 田村 康仁 安平 追分ファーム 504＋ 81：54．12� 12．9�
815 グランツアーテム 牡2鹿 55 横山 和生西森 功氏 中川 公成 様似 髙村 伸一 474＋ 8 〃 クビ 7．9�
612 メイショウムラクモ 牡2鹿 55 江田 照男松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 488＋ 41：54．63 4．4�
23 ダノンハーロック 牡2白 55 川田 将雅�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 524＋ 81：54．81 2．3�
48 ティアップリオン 牡2芦 55 内田 博幸田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 466± 0 〃 クビ 39．7	
713 ロードシュトローム 牡2鹿 55 石橋 脩 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 490＋ 21：55．01	 10．7

714 タマモブトウカイ 牡2鹿 55 田辺 裕信タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 458＋ 61：55．1クビ 29．0�
59 ショウリノカンパイ 牝2鹿 54 田中 勝春平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 478± 01：55．74 15．3�
510 ショウナンアストラ 牡2黒鹿55 津村 明秀国本 哲秀氏 矢野 英一 むかわ 上水牧場 468－ 21：56．12� 55．5
816 ユイノシワザ 牡2芦 55 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 454－ 21：56．63 199．8�
35 ノームストリーム 牡2鹿 55 坂井 瑠星水上ふじ子氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 488＋ 41：57．13 147．0�
24 グローエルディング 牡2芦 55 木幡 巧也伊藤 正樹氏 尾形 和幸 浦河 宮内牧場 490－ 41：57．52� 79．0�
611 ノットイェット 牝2鹿 54 武藤 雅�GET NEXT 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 482± 01：58．24 147．3�
36 リーブラテソーロ 牡2鹿 55

54 ☆斎藤 新了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 470－ 41：58．3クビ 276．5�

12 デルマジゾウ 牡2芦 55 石川裕紀人浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 488± 01：58．4
 99．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 69，815，200円 複勝： 77，802，500円 枠連： 17，237，800円
馬連： 93，948，500円 馬単： 46，036，900円 ワイド： 78，757，700円
3連複： 137，295，200円 3連単： 158，207，300円 計： 679，101，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 520円 � 320円 � 250円 枠 連（1－4） 6，670円

馬 連 �� 10，970円 馬 単 �� 21，150円

ワ イ ド �� 3，090円 �� 1，800円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 20，530円 3 連 単 ��� 150，850円

票 数

単勝票数 計 698152 的中 � 30716（7番人気）
複勝票数 計 778025 的中 � 35032（7番人気）� 65083（4番人気）� 89458（3番人気）
枠連票数 計 172378 的中 （1－4） 2067（20番人気）
馬連票数 計 939485 的中 �� 6846（30番人気）
馬単票数 計 460369 的中 �� 1741（60番人気）
ワイド票数 計 787577 的中 �� 6664（33番人気）�� 11649（18番人気）�� 14954（15番人気）
3連複票数 計1372952 的中 ��� 5350（62番人気）
3連単票数 計1582073 的中 ��� 839（399番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．5―13．4―12．9―12．7―12．8―13．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．2―49．6―1：02．5―1：15．2―1：28．0―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ラ ペ ル ー ズ �
�
父 ペ ル ー サ �

�
母父 Empire Maker

2018．4．10生 牡2鹿 母 ハットシテグー 母母 Naughty Mambo 2戦1勝 賞金 7，300，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ピクトルテソーロ号

3304412月13日 晴 良 （2中山5） 第4日 第8競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走13時35分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：30．3
1：30．3

良
良

12 � リーガルバトル 牡3黒鹿55 三浦 皇成吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Arrowfield Pas-
toral Pty Ltd 522＋ 61：34．7 12．1�

714 セイウンヴィーナス 牝3青鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 448＋121：35．12	 6．1�
47 ヴィンクーロ 牝3黒鹿54 川田 将雅 DMMドリームクラブ� 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 430＋10 〃 ハナ 3．3�
35 ジーナスイート 牝5芦 55 丸山 元気 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：35．2クビ 15．7�
48 クリノプレミアム 牝3栗 54 戸崎 圭太栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 470＋ 61：35．51
 3．6	
713 ユヌエトワール 牝3黒鹿54 横山 和生 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 406＋ 4 〃 	 14．1

23 ラパンセソバージュ 牡3栗 56 坂井 瑠星�酒井牧場 大竹 正博 浦河 酒井牧場 462＋ 21：35．6クビ 13．2�
59 コスモスタック 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 462＋ 2 〃 ハナ 83．3�
611 リーディングパート 牝3鹿 54 津村 明秀 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 418－ 61：35．7
 25．5
612 フォアシュピール 牡3黒鹿56 石川裕紀人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 460－201：35．8	 34．2�
816� ホウオウビクトリー 牡4鹿 57

56 ☆斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 61：35．9	 39．2�
24 チアチアクラシカ 牝3鹿 54 大野 拓弥藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 498＋ 6 〃 ハナ 12．6�
510 マーベラスアゲン 牡4鹿 57

54 ▲小林 凌大浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 496＋24 〃 クビ 71．0�
11 アポロヴィクトリア 牝3鹿 54 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 426＋ 2 〃 アタマ 56．6�
36 シンクロゲイザー 牡3黒鹿 56

55 ☆亀田 温心松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 杵臼牧場 442＋ 61：36．85 419．3�
815� イチゴチャン 牝4栗 55

52 ▲原 優介大冨 智弘氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 426－ 21：39．1大差 231．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，157，500円 複勝： 80，066，200円 枠連： 21，200，900円
馬連： 89，174，700円 馬単： 36，431，200円 ワイド： 77，777，000円
3連複： 136，063，800円 3連単： 142，621，700円 計： 635，493，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 300円 � 200円 � 150円 枠 連（1－7） 2，340円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 8，180円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 760円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 31，320円

票 数

単勝票数 計 521575 的中 � 34362（4番人気）
複勝票数 計 800662 的中 � 57193（6番人気）� 99308（3番人気）� 162578（2番人気）
枠連票数 計 212009 的中 （1－7） 7236（8番人気）
馬連票数 計 891747 的中 �� 20338（12番人気）
馬単票数 計 364312 的中 �� 3561（27番人気）
ワイド票数 計 777770 的中 �� 15870（12番人気）�� 27130（4番人気）�� 38710（3番人気）
3連複票数 計1360638 的中 ��� 30575（5番人気）
3連単票数 計1426217 的中 ��� 3642（61番人気）

ハロンタイム 12．0―11．6―11．8―11．9―12．0―11．9―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．6―35．4―47．3―59．3―1：11．2―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

�リーガルバトル �
�
父 Smart Missile �

�
母父 Danzero デビュー 2020．1．13 中山2着

2017．8．25生 牡3黒鹿 母 Pyrography 母母 Burningwood 5戦2勝 賞金 18，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イチゴチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月13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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エレガントチャーム号・クィーンビー号・ザスリーサーティ号・ネバーゴーンアウト号・バルトリ号



3304512月13日 晴 良 （2中山5） 第4日 第9競走 ��1，800�チ バ テ レ 杯
発走14時05分 （ダート・右）

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
チバテレ杯（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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

48 トランスナショナル 牡4栗 57 田辺 裕信吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 490＋ 41：54．0 1．8�
12 ピ オ ノ ノ 牡3黒鹿56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム 522＋ 81：54．42� 4．9�
816 エイシンヨッシー 牡4栗 57 武藤 雅�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 458± 01：54．6� 61．6�
510 フルデプスリーダー 牡3鹿 56 戸崎 圭太小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 478－ 4 〃 ハナ 3．6�
59 ゴールドフレーム �4栗 57 北村 宏司外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478＋ 41：54．7� 29．3�
23 ロジカルガール 牝4栗 55 嘉藤 貴行平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 478－ 21：55．01� 284．0	
36 テンノサクラコ 牝7黒鹿55 小林 凌大天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 494± 01：55．1� 298．6

714 シャドウセッション �4鹿 57 三浦 皇成飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 528＋ 41：55．3� 36．8�
612 マーキュリーセブン 牡3黒鹿56 大野 拓弥ライオンレースホース� 加藤士津八 浦河 浦河日成牧場 B456＋ 21：55．41 63．2�
47 フェイバリット 牡3黒鹿56 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 470＋101：55．5アタマ 109．0�
35 マイネルアストリア 牡3鹿 56 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 514＋ 6 〃 クビ 175．1�
611 アコルドエール 牡3栗 56 丸山 元気 �キャロットファーム 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 81：55．81� 13．0�
713 ディーエスプルーフ 牡3鹿 56 江田 照男秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B442＋ 4 〃 ハナ 134．9�
815 オンワードセルフ 牡4鹿 57 坂井 瑠星樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B502＋ 81：56．22� 168．9�
11 クロカドッグ 牡3鹿 56 秋山 稔樹�ヒダカファーム竹内 正洋 日高 槇本牧場 512＋14 〃 クビ 121．7�
24 フィルストバーン �4黒鹿57 斎藤 新�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 462＋ 6 〃 ハナ 38．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，628，600円 複勝： 105，890，000円 枠連： 22，745，700円
馬連： 117，569，300円 馬単： 61，886，200円 ワイド： 77，949，400円
3連複： 171，975，400円 3連単： 258，170，400円 計： 872，815，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 540円 枠 連（1－4） 470円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，460円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 20，180円

票 数

単勝票数 計 566286 的中 � 241828（1番人気）
複勝票数 計1058900 的中 � 598311（1番人気）� 111193（3番人気）� 19031（8番人気）
枠連票数 計 227457 的中 （1－4） 38369（2番人気）
馬連票数 計1175693 的中 �� 192047（2番人気）
馬単票数 計 618862 的中 �� 68828（2番人気）
ワイド票数 計 779494 的中 �� 108243（2番人気）�� 12558（13番人気）�� 4959（28番人気）
3連複票数 計1719754 的中 ��� 17438（19番人気）
3連単票数 計2581704 的中 ��� 10231（49番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．6―13．4―12．9―12．5―12．8―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．8―50．2―1：03．1―1：15．6―1：28．4―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

トランスナショナル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Efisio デビュー 2018．10．20 東京2着

2016．5．25生 牡4栗 母 シ ョ ー コ 母母 Gold Florenly 13戦3勝 賞金 44，649，000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 サンライズホープ号・スタンサンセイ号・ホウオウクリスティ号

3304612月13日 曇 良 （2中山5） 第4日 第10競走 ��
��1，800�

じょうそう

常総ステークス
発走14時40分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：44．9
1：43．9

良
良

55 ロ ザ ム ー ル 牝4栗 55 北村 宏司栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 494＋ 21：49．3 10．5�
78 ニシノカツナリ 牡4青鹿57 田辺 裕信西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 478－ 6 〃 アタマ 6．1�
79 ル ー カ ス 牡5鹿 57 石橋 脩 �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 522＋16 〃 ハナ 8．9�
811 ウインカーネリアン 牡3栗 56 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 492－ 2 〃 クビ 2．3�
67 レッドアルマーダ �4鹿 57 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 浦河 富田牧場 536＋ 21：49．4	 4．5	
66 トータルソッカー 牡6栗 57 田中 勝春渡邊 隆氏 菊川 正達 新ひだか 真歌田中牧場 504＋ 61：49．5クビ 42．1

810 ワールドヘリテージ 牡5鹿 57 大野 拓弥谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 460± 01：49．6
 15．2�
22 コスモインペリウム 牡3鹿 56 武藤 雅岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 536＋ 61：49．7
 22．3�
11 トゥザフロンティア 牡5鹿 57 石川裕紀人 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 520－ 41：49．8クビ 15．3
44 � シビックヴァーゴ 牡4鹿 57 宮崎 北斗國枝久美子氏 伊坂 重信 浦河 大北牧場 468＋131：50．75 350．6�
33 プラチナヴォイス 牡6鹿 57 内田 博幸本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 534＋121：52．29 38．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 59，033，600円 複勝： 89，476，600円 枠連： 23，030，400円
馬連： 127，360，900円 馬単： 56，697，500円 ワイド： 90，071，600円
3連複： 173，277，500円 3連単： 263，946，400円 計： 882，894，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 260円 � 240円 � 280円 枠 連（5－7） 2，010円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 9，920円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，520円 �� 960円

3 連 複 ��� 9，360円 3 連 単 ��� 69，250円

票 数

単勝票数 計 590336 的中 � 44815（5番人気）
複勝票数 計 894766 的中 � 87977（4番人気）� 103383（3番人気）� 82303（5番人気）
枠連票数 計 230304 的中 （5－7） 9141（6番人気）
馬連票数 計1273609 的中 �� 25422（14番人気）
馬単票数 計 566975 的中 �� 4569（31番人気）
ワイド票数 計 900716 的中 �� 20616（13番人気）�� 15455（18番人気）�� 25292（11番人気）
3連複票数 計1732775 的中 ��� 14806（30番人気）
3連単票数 計2639464 的中 ��� 3049（203番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．7―12．3―12．0―12．1―11．9―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．2―49．5―1：01．5―1：13．6―1：25．5―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロ ザ ム ー ル �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 Caerleon デビュー 2018．11．4 福島4着

2016．3．31生 牝4栗 母 グレートテン 母母 アイヴォリーイメージ 17戦4勝 賞金 70，520，000円



3304712月13日 曇 良 （2中山5） 第4日 第11競走 ��
��1，200�第13回カペラステークス（ＧⅢ）

発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，1．12．7以降GⅠ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，1．12．6以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

713 ジャスティン 牡4栗 58 坂井 瑠星小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 488＋ 51：09．8 7．8�
612 レッドルゼル 牡4鹿 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 492± 0 〃 クビ 3．0�
59 � ダンシングプリンス 牡4鹿 56 三浦 皇成吉田 千津氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 524＋161：09．9クビ 3．4�
47 ダイメイフジ 牡6鹿 56 横山 和生宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 506± 01：10．21	 94．9�
11 スズカコーズライン 牡6鹿 56 北村 宏司永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 522＋ 61：10．41
 24．1�
35 � ロンドンテソーロ 牡4栗 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 愛 Roundhill Stud &
J. S. Investments 516＋ 61：10．5クビ 35．8	

24 シ ュ ウ ジ 牡7鹿 57 津村 明秀安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 502－ 2 〃 クビ 22．2

510� サブノジュニア 牡6黒鹿59 矢野 貴之中川 三郎氏 堀 千亜樹 新ひだか 藤沢牧場 B532－ 41：10．6クビ 16．6�

（大井） （大井）

816� イダペガサス 牡5栗 56 内田 博幸犬塚悠治郎氏 田中 淳司 安平 ノーザンファーム 508＋ 6 〃 クビ 190．0�
（北海道）

611 テーオージーニアス 牡5鹿 56 丸山 元気小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 61：10．7クビ 5．6
815 デュープロセス 牡4栗 57 斎藤 新ゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 480＋ 6 〃 クビ 41．5�
12 ヒロシゲゴールド 牡5青鹿56 亀田 温心�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B472＋ 61：11．01	 34．9�
48 � サイタスリーレッド 牡7鹿 56 石川裕紀人西村 憲人氏 佐宗 応和 新ひだか カタオカフアーム 498＋ 71：11．31
 498．2�

（大井）

23 ノーフィアー 牡6栗 56 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 498± 01：11．4	 169．5�
714 フ ォ ー テ 牡3黒鹿55 戸崎 圭太寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B496± 01：11．93 17．1�
36 ジョーカナチャン 牝5鹿 55 石橋 脩上田江吏子氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 458－ 8 〃 クビ 49．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 167，913，900円 複勝： 222，186，100円 枠連： 95，514，900円
馬連： 477，279，300円 馬単： 179，131，300円 ワイド： 343，623，600円
3連複： 924，464，100円 3連単： 1，036，739，800円 計： 3，446，853，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 200円 � 130円 � 170円 枠 連（6－7） 520円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 480円 �� 680円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 12，910円

票 数

単勝票数 計1679139 的中 � 171176（4番人気）
複勝票数 計2221861 的中 � 234284（4番人気）� 528320（1番人気）� 330189（3番人気）
枠連票数 計 955149 的中 （6－7） 145826（2番人気）
馬連票数 計4772793 的中 �� 352369（3番人気）
馬単票数 計1791313 的中 �� 47416（8番人気）
ワイド票数 計3436236 的中 �� 185614（3番人気）�� 123755（6番人気）�� 300391（2番人気）
3連複票数 計9244641 的中 ��� 524554（1番人気）
3連単票数 計10367398 的中 ��� 64199（16番人気）

ハロンタイム 11．4―10．5―11．3―12．1―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．4―21．9―33．2―45．3―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．6
3 2，9（1，13）（5，6）（3，14）4，12（7，10）16，8－11，15 4 ・（2，9，13）1（5，6）3（14，4）（7，12）（16，10）－8（11，15）

勝馬の
紹 介

ジャスティン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Gone West デビュー 2018．10．8 東京4着

2016．3．18生 牡4栗 母 シナスタジア 母母 Honest Cause 16戦6勝 賞金 124，541，000円
［他本会外：4戦2勝］

〔制裁〕 サブノジュニア号の騎手矢野貴之は，調整ルームへの入室が遅れたことについて過怠金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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 デザートストーム号・ルッジェーロ号
※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。

3304812月13日 曇 良 （2中山5） 第4日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走16時00分 （1000万円以下） （芝・右・外）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

610 ト キ メ キ 牝3栗 54 木幡 巧也�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 488－ 21：09．4 7．5�
47 アルピニズム 牡3鹿 56 武藤 雅吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 496＋ 81：09．5クビ 7．9�
59 ディヴィナシオン 牡3黒鹿 56

55 ☆亀田 温心一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 436± 01：09．6� 71．9�
11 	 ライバーバード 牡6芦 57 津村 明秀馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B514± 0 〃 クビ 10．1�
814 アルムブラスト 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 528＋ 81：09．7
 2．2�
46 キ タ イ 牝4鹿 55 田辺 裕信西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 510＋18 〃 ハナ 21．5	
713 フクノナルボンヌ 牝4栗 55 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 504＋ 21：10．01
 26．2

58 セイウンパワフル 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 472－ 21：10．1
 16．1�
35 ショウナンバニラ 牝4鹿 55 石橋 脩�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 448＋ 6 〃 ハナ 14．1�
611 イサチルルンルン 牝5鹿 55

52 ▲秋山 稔樹小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 B476＋141：10．2
 44．0
34 ア ー ヒ ラ 牝5芦 55 江田 照男�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 450＋ 21：10．41� 102．4�
22 ダンシングチコ 牝5鹿 55 戸崎 圭太石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 474＋ 8 〃 アタマ 6．4�
712 シャイニールミナス 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 芳住 鉄兵 470－ 21：10．5� 72．1�
815 ウィンターリリー 牝4芦 55 吉田 豊田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 ヒダカフアーム 462± 01：10．61 248．4�
23 ウインオルビット 牡5鹿 57 坂井 瑠星�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B492－ 41：11．45 200．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 69，330，900円 複勝： 99，957，800円 枠連： 30，180，700円
馬連： 148，226，200円 馬単： 62，026，700円 ワイド： 116，092，800円
3連複： 236，582，000円 3連単： 307，622，400円 計： 1，070，019，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 250円 � 310円 � 970円 枠 連（4－6） 2，000円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 7，180円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 5，650円 �� 6，120円

3 連 複 ��� 50，760円 3 連 単 ��� 227，860円

票 数

単勝票数 計 693309 的中 � 73832（3番人気）
複勝票数 計 999578 的中 � 119191（2番人気）� 89015（5番人気）� 22938（10番人気）
枠連票数 計 301807 的中 （4－6） 12043（8番人気）
馬連票数 計1482262 的中 �� 34985（11番人気）
馬単票数 計 620267 的中 �� 6908（21番人気）
ワイド票数 計1160928 的中 �� 28614（9番人気）�� 5368（47番人気）�� 4953（50番人気）
3連複票数 計2365820 的中 ��� 3728（122番人気）
3連単票数 計3076224 的中 ��� 1080（532番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．4―11．7―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．1―45．8―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト キ メ キ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2019．11．16 東京6着

2017．5．14生 牝3栗 母 リーベストラウム 母母 マウントモガミ 10戦3勝 賞金 28，880，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（2中山5）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 184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

245，930，000円
3，020，000円
34，160，000円
1，740，000円
29，030，000円
80，207，000円
5，332，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
711，999，700円
998，201，600円
288，586，600円
1，398，591，500円
611，555，700円
1，093，990，300円
2，309，338，400円
2，773，539，800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 10，185，803，600円

総入場人員 2，734名 （有料入場人員 2，410名）
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