
3304912月19日 晴 良 （2中山5） 第5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

36 � リンカーンテソーロ 牡2栗 55 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven

Steadings 474＋161：12．5 13．3�
713 トップヴィヴィット 牡2栗 55 横山 武史紅露 純氏 中川 公成 新冠 細川農場 492－ 41：12．92� 1．7�
510 チュイション 牡2栗 55 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B474＋ 61：13．0	 6．2�
611 ホノノルーカ 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 凌大鈴木 誠氏 林 徹 千歳 社台ファーム 400＋ 21：13．52� 35．9�
714 ア ヴ ォ カ ド 牝2鹿 54 岩田 望来小田 吉男氏 武井 亮 新冠 芳住 鉄兵 472＋ 21：13．82 14．8�
612 スマイルハライト 牝2栗 54 吉田 隼人松野 真一氏 松山 将樹 浦河 横山 浩司 432－ 81：14．11� 52．5	
11 アルトヴォラーレ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 460－ 2 〃 � 4．7

59 タイセイラグーン 牝2鹿 54 石橋 脩田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか 有限会社プライドロック 440＋ 21：14．2クビ 47．7�
48 ニシノサラマ 牡2鹿 55

52 ▲原 優介西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー
クスタツド 442＋ 41：14．3� 312．4�

35 ブリューナク 牡2鹿 55 江田 照男�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか 鳥井牧場 B446＋161：14．62 128．8
23 コスモヴィテス 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 平取 稲原牧場 442－ 41：14．91� 391．9�
815 フレンドロマン 牝2芦 54

53 ☆斎藤 新横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 398＋ 6 〃 クビ 65．0�

816 キタノフェスタ 牝2黒鹿54 木幡 巧也北所 直人氏 天間 昭一 日高 シンボリ牧場 392－ 61：15．42� 377．6�
24 ブ リ ス ク 牡2栗 55

54 ☆木幡 育也平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 474－ 21：15．5クビ 462．4�
12 パ ン サ ン 牝2芦 54 松若 風馬是枝 浩平氏 浅野洋一郎 熊本 本田 土寿 398＋ 21：16．35 377．1�
47 ワイワイホワイト 牝2芦 54 嘉藤 貴行山田 泰司氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 440± 01：17．15 447．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，187，700円 複勝： 104，190，700円 枠連： 12，985，900円
馬連： 63，534，200円 馬単： 34，258，300円 ワイド： 58，321，000円
3連複： 104，100，900円 3連単： 133，430，400円 計： 552，009，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 250円 � 110円 � 140円 枠 連（3－7） 780円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 350円 �� 580円 �� 220円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 8，390円

票 数

単勝票数 計 411877 的中 � 26130（4番人気）
複勝票数 計1041907 的中 � 34885（5番人気）� 688661（1番人気）� 90643（3番人気）
枠連票数 計 129859 的中 （3－7） 12819（3番人気）
馬連票数 計 635342 的中 �� 59111（4番人気）
馬単票数 計 342583 的中 �� 9512（9番人気）
ワイド票数 計 583210 的中 �� 40826（4番人気）�� 22431（6番人気）�� 79720（2番人気）
3連複票数 計1041009 的中 ��� 84220（2番人気）
3連単票数 計1334304 的中 ��� 11526（27番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．9―12．4―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．6―47．0―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リンカーンテソーロ �
�
父 Carpe Diem �

�
母父 Vindication デビュー 2020．6．21 函館8着

2018．3．13生 牡2栗 母 Santa Vindi 母母 Santa Catalina 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワイワイホワイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月19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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クレールフォルム号・プラジオライト号
（非抽選馬） 5頭 アラカザーム号・エクレウステソーロ号・エミージョ号・ナムラアダーラ号・リカバリーショット号

3305012月19日 晴 良 （2中山5） 第5日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時20分 （ダート・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
1：52．7
1：50．9

良
不良

47 アオイシチフク 牝2黒鹿54 北村 宏司鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 476－ 41：57．8 3．4�
35 フ ミ チ ャ ン 牝2芦 54 三浦 皇成林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 470＋ 21：58．01� 7．4�
612 レッドウッドヒル 牝2栗 54 C．ルメール�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 482＋ 21：58．1� 2．3�
48 ペイシャオウユー 牝2栗 54 戸崎 圭太北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 456＋ 41：58．2� 5．7�
815 キ ュ ン 牝2黒鹿54 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 462－ 41：58．72� 46．7	
59 アポロスマイル 牝2黒鹿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 へいはた牧場 482＋ 21：58．8� 19．4

12 ウインジュノー 牝2栗 54 丹内 祐次�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 506－ 21：58．9� 51．5�
714 ファインディーヴァ 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 476－101：59．1� 93．1�
713 アッシュゲイル 牝2芦 54 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 454－ 2 〃 クビ 533．1
11 オリンピックトーチ 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450－ 41：59．41� 521．9�

816 ベルザキャット 牝2栗 54 西村 太一�ミルファーム 高橋 文雅 新ひだか 岡田牧場 442＋101：59．72 472．3�
510 グ ラ ス ピ レ 牝2芦 54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 460－161：59．91� 45．4�
36 イッツライフ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 456＋ 42：00．21� 441．7�
611 インプルーヴ 牝2栗 54

53 ☆木幡 育也石瀬 浩三氏 佐藤 吉勝 新冠 石田牧場 436± 0 〃 クビ 167．2�
24 パンプイットアップ 牝2鹿 54 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか 有限会社プライドロック B472± 02：01．910 166．2�
23 キタノスウォード 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介北所 直人氏 萱野 浩二 日高 シンボリ牧場 462－ 62：03．07 53．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，348，600円 複勝： 71，350，400円 枠連： 12，842，400円
馬連： 54，113，500円 馬単： 29，579，200円 ワイド： 48，740，300円
3連複： 83，730，900円 3連単： 106，734，400円 計： 450，439，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 170円 � 110円 枠 連（3－4） 690円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 430円 �� 200円 �� 320円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 6，920円

票 数

単勝票数 計 433486 的中 � 106254（2番人気）
複勝票数 計 713504 的中 � 100345（2番人気）� 58699（4番人気）� 353517（1番人気）
枠連票数 計 128424 的中 （3－4） 14380（3番人気）
馬連票数 計 541135 的中 �� 32924（5番人気）
馬単票数 計 295792 的中 �� 8600（10番人気）
ワイド票数 計 487403 的中 �� 25343（5番人気）�� 69843（1番人気）�� 37238（4番人気）
3連複票数 計 837309 的中 ��� 66322（2番人気）
3連単票数 計1067344 的中 ��� 11175（16番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．7―13．9―13．2―12．9―13．1―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．5―52．4―1：05．6―1：18．5―1：31．6―1：44．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アオイシチフク �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2020．10．18 東京8着

2018．6．4生 牝2黒鹿 母 マダムチェロキー 母母 アンフォイルド 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタノスウォード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月19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） 2頭 オジョウサン号・リワードカロン号
（非抽選馬） 1頭 ロジディープ号

第５回 中山競馬 第５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



3305112月19日 晴 良 （2中山5） 第5日 第3競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時50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
1：07．8
1：07．5

良
良

48 ユキノファラオ 牡2鹿 55 横山 武史井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 466－ 41：10．3 2．7�
714 シュアーヴアリア 牝2黒鹿54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 472± 01：10．83 3．2�
23 デンプシーロール 牡2鹿 55 岩田 望来今村 明浩氏 黒岩 陽一 浦河 ディアレスト

クラブ 424± 01：11．01� 5．9�
510 コスモサンレミ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 444＋ 21：11．21� 10．3�
815 バ ク ラ ヴ ァ 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 和美氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 438－ 8 〃 クビ 11．4	
12 エクセルボス 牡2栗 55

52 ▲原 優介谷川 正純氏 小手川 準 新ひだか 米田牧場 464＋ 21：11．41 291．9

713 アウリガテソーロ 牡2青鹿55 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 510－ 21：11．5� 89．0�
11 ハローマイキー 牡2鹿 55 内田 博幸小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 496＋161：11．6	 10．0�
816 クールシラユリ 牝2青鹿54 津村 明秀村島 昭男氏 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 422± 01：11．7	 48．2
24 ヴィータハイジア 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新 Him Rock Racing
ホールディングス� 斎藤 誠 日高 北田 剛 398± 01：11．91	 390．4�

611 ラグランジア 牝2鹿 54 武藤 雅岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 81：12．0クビ 51．2�
612 ピスターシュドール 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 416－ 6 〃 クビ 269．3�

47 コスモザクロ 牡2芦 55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 和田 勇介 新ひだか 野坂牧場 438＋121：12．1� 132．4�
59 パドマーヴァティ 牝2鹿 54 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 404＋ 21：12．2クビ 383．9�
35 ヤエノリバー 牝2青鹿54 横山 和生山本弥恵子氏 小野 次郎 新ひだか 田湯牧場 444－ 81：12．41	 290．5�
36 リ コ ネ ク ト 牝2栗 54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 日高 オリオンファーム 432± 01：13．57 668．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，130，800円 複勝： 58，645，700円 枠連： 9，743，400円
馬連： 55，792，400円 馬単： 26，645，000円 ワイド： 46，760，600円
3連複： 83，237，700円 3連単： 92，013，800円 計： 410，969，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（4－7） 420円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 210円 �� 280円 �� 290円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 381308 的中 � 114136（1番人気）
複勝票数 計 586457 的中 � 160790（1番人気）� 124544（2番人気）� 78000（3番人気）
枠連票数 計 97434 的中 （4－7） 17613（1番人気）
馬連票数 計 557924 的中 �� 93006（1番人気）
馬単票数 計 266450 的中 �� 22193（1番人気）
ワイド票数 計 467606 的中 �� 60823（1番人気）�� 41258（2番人気）�� 39096（3番人気）
3連複票数 計 832377 的中 ��� 81189（1番人気）
3連単票数 計 920138 的中 ��� 20688（1番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．5―11．8―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．0―45．8―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユキノファラオ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2020．9．20 中山4着

2018．3．25生 牡2鹿 母 ユキノシンデレラ 母母 ユキノグランベル 5戦1勝 賞金 9，310，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リコネクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月19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。
（非当選馬） 1頭 モーニングアップ号
（非抽選馬） 4頭 シルミーヌ号・チャルコパイライト号・ニューフィー号・ワイオミアロール号

3305212月19日 晴 良 （2中山5） 第5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 1，650，000
1，650，000

円
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

611 アンクラウデッド 牡2栗 55 C．ルメール �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 482＋ 21：57．1 1．8�
35 レディヴィクトリア 牝2青 54 北村 宏司谷口 祐人氏 勢司 和浩 浦河 松田 憲一 430± 01：57．52� 65．1�
48 ロングテール 牡2鹿 55 丸山 元気保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 同着 20．5�
36 シバノトロフェオ 牡2黒鹿55 田中 勝春柴 一男氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 492＋ 81：57．6クビ 5．5�
816 マッシブディール �2鹿 55 武藤 雅岡田 牧雄氏 池上 昌和 日高 日高大洋牧場 506＋ 61：58．45 170．9�
59 ショスタコーヴィチ 牡2芦 55 和田 竜二原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 436＋ 4 〃 クビ 113．5	
47 テイエムダイアタリ 牡2黒鹿55 吉田 豊竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 502＋ 61：58．6� 45．1

612 フレンドジェイ 牡2栗 55 柴田 大知横尾 晴人氏 南田美知雄 青森 青南ムラカミ

ファーム 462± 01：58．7� 333．3�
815 スマートリン 牡2鹿 55 宮崎 北斗鈴木 伸昭氏 浅野洋一郎 新ひだか 高橋 修 504＋10 〃 ハナ 475．5�
510 ギャラクサイト 牡2黒鹿55 横山 武史 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 484± 01：58．91	 5．8
12 セイウンジャック 牡2黒鹿55 江田 照男西山 茂行氏 的場 均 新冠 村上 欽哉 448－ 21：59．43 247．6�
11 スターオブソフィア 牝2鹿 54 武士沢友治光安 了氏 小手川 準 日高 原田ファーム 410± 01：59．71� 84．6�
23 ペイシャスカイ 牡2黒鹿55 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 様似 髙村 伸一 502＋202：00．12� 468．9�
714 ゼンダンピューマ �2栗 55 丹内 祐次渡邊 善男氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 452－ 62：00．73� 278．3�
713 ハ ム レ ボ 牡2鹿 55 田辺 裕信伊藤 功一氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 508＋ 62：01．33� 7．1�
24 クラックステソーロ 牡2鹿 55

52 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか タガミファーム 476＋ 4 （競走中止） 38．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，926，800円 複勝： 130，465，400円 枠連： 9，547，200円
馬連： 51，449，700円 馬単： 32，633，800円 ワイド： 50，169，700円
3連複： 82，149，800円 3連単： 125，077，600円 計： 525，420，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 �
�

590円
320円 枠 連（3－6）（4－6）

230円
360円

馬 連 ��
��

1，370円
670円 馬 単 ��

��
1，790円
860円

ワ イ ド ��
��

1，030円
480円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 9，910円 3 連 単 ���
���

15，310円
11，780円

票 数

単勝票数 計 439268 的中 � 200224（1番人気）
複勝票数 計1304654 的中 � 959927（1番人気）� 15525（8番人気）� 32137（5番人気）
枠連票数 計 95472 的中 （3－6） 16780（2番人気）（4－6） 9226（4番人気）
馬連票数 計 514497 的中 �� 13996（9番人気）�� 30478（4番人気）
馬単票数 計 326338 的中 �� 6666（9番人気）�� 14442（7番人気）
ワイド票数 計 501697 的中 �� 12327（11番人気）�� 29056（4番人気）�� 3549（25番人気）
3連複票数 計 821498 的中 ��� 6214（26番人気）
3連単票数 計1250776 的中 ��� 2958（84番人気）��� 3850（65番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―13．0―13．2―12．6―12．7―13．2―13．4―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―37．9―51．1―1：03．7―1：16．4―1：29．6―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．7
1
3
・（4，10）11－（12，14）（5，13）2，8，7（1，16）9（6，15）＝3・（10，11）（12，14）（13，8）5（7，15）（1，16，6）2，9，4＝3

2
4

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

勝馬の
紹 介

アンクラウデッド �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．6．27 東京6着

2018．4．7生 牡2栗 母 アオゾラペダル 母母 フェスタデルドンナ 5戦1勝 賞金 10，400，000円
〔競走中止〕 クラックステソーロ号は，競走中に異常歩様となったため決勝線手前で競走中止。
〔制裁〕 ロングテール号の騎手丸山元気は，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。
〔調教再審査〕 クラックステソーロ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ハムレボ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 プリンスカノン号・ミスジョーダン号



3305312月19日 晴 良 （2中山5） 第5日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時10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

59 アールバロン 牡2鹿 55 北村 宏司前原 敏行氏 伊藤 大士 浦河 有限会社
吉田ファーム 492 ―1：54．0 9．6�

46 タ ー ゲ ッ ト 牡2鹿 55
54 ☆斎藤 新石川 達絵氏 斎藤 誠 様似 猿倉牧場 510 ―1：54．42� 27．4�

610 ホウオウリアリティ 牡2栗 55 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 474 ― 〃 クビ 8．1�
611 レープハフト 牝2鹿 54 戸崎 圭太山本 剛士氏 宮田 敬介 新冠 新冠橋本牧場 468 ―1：54．61� 28．2�
35 エイシンリヒト 牡2黒鹿55 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 444 ― 〃 クビ 4．8�
712 ウ ル ラ ン テ 牡2栗 55 横山 武史 	サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500 ―1：54．91� 17．5

23 ペルスネージュ 牝2鹿 54 C．ルメール 	キャロットファーム 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 452 ―1：55．01� 2．8�
11 ローラーコースター 牝2鹿 54 石川裕紀人 �グリーンファーム伊藤 大士 千歳 社台ファーム 472 ―1：55．1クビ 56．9�
814 フィアスプライド 牝2青鹿54 丸山 元気ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488 ―1：55．2� 4．8
22 シルバーライニング 牡2芦 55 嶋田 純次	ミルファーム 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 426 ―1：55．73 376．7�
713 エ ル ニ ド 牡2芦 55 三浦 皇成�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 412 ― 〃 アタマ 35．8�
47 カズノオジョウ 牝2青 54 武藤 雅鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 466 ― 〃 ハナ 139．8�
815 パウンシングプーマ 牝2黒鹿54 内田 博幸今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 446 ―1：55．8� 304．0�
58 フェアリーアイ 牝2青鹿54 津村 明秀細谷 典幸氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 472 ―1：56．01 99．9�
34 ソーラーストーム 牡2黒鹿55 吉田 隼人 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 新冠 林 博道 468 ―1：56．1� 124．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，333，000円 複勝： 52，647，700円 枠連： 10，427，100円
馬連： 53，143，300円 馬単： 27，088，700円 ワイド： 45，758，800円
3連複： 76，348，100円 3連単： 88，591，500円 計： 398，338，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 370円 � 460円 � 220円 枠 連（4－5） 11，390円

馬 連 �� 17，370円 馬 単 �� 32，760円

ワ イ ド �� 4，210円 �� 1，160円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 29，660円 3 連 単 ��� 226，150円

票 数

単勝票数 計 443330 的中 � 38731（5番人気）
複勝票数 計 526477 的中 � 36068（5番人気）� 27127（6番人気）� 70383（4番人気）
枠連票数 計 104271 的中 （4－5） 709（25番人気）
馬連票数 計 531433 的中 �� 2370（38番人気）
馬単票数 計 270887 的中 �� 620（71番人気）
ワイド票数 計 457588 的中 �� 2745（39番人気）�� 10455（13番人気）�� 5067（25番人気）
3連複票数 計 763481 的中 ��� 1930（78番人気）
3連単票数 計 885915 的中 ��� 284（519番人気）

ハロンタイム 13．4―12．5―13．4―13．4―12．8―12．3―12．2―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．9―39．3―52．7―1：05．5―1：17．8―1：30．0―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アールバロン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Bluegrass Cat 初出走

2018．4．5生 牡2鹿 母 バージニアキャット 母母 Wood of Binn 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3305412月19日 曇 良 （2中山5） 第5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

612 サッビアマーゴ 牡2栗 55 石橋 脩西森 功氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 542 ―1：14．7 2．5�
12 リーチザワールド 牡2鹿 55 横山 武史 �サンデーレーシング 和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 542 ― 〃 � 14．6�
59 ニシノカシン 牡2黒鹿55 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 大柳ファーム 484 ―1：14．91� 10．0�
611 ビトエノスター 牡2青鹿55 北村 宏司山崎 泰博氏 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 430 ―1：15．1� 49．1�

（ビエトノスター）

510 ニシノメタル 牡2黒鹿55 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 西村牧場 434 ―1：15．31� 7．0�
47 カ ザ ル ス 牡2栗 55 津村 明秀浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 490 ―1：15．51� 9．5	
714 スゴウデノハンター �2鹿 55

52 ▲小林 凌大岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大
作ステーブル 428 ― 〃 クビ 165．5


23 アコルダール 牝2黒鹿54 横山 和生 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 浦河 斉藤英牧場 438 ―1：15．71� 21．8�

815 ヴィットリオーザ 牡2鹿 55 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 512 ―1：16．12 23．6
35 スクリーニング 牝2栗 54 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 456 ― 〃 アタマ 24．5�
816 ベルベデール 牝2栗 54 野中悠太郎 IHR 根本 康広 新ひだか 沖田 博志 454 ―1：16．2� 264．1�
48 パクスジャポニカ 牡2鹿 55 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 谷岡スタット 494 ― 〃 アタマ 201．4�
713 メレカリキマカ 牡2鹿 55 C．ルメール 丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 494 ―1：16．94 4．9�
11 タツセンジンムソウ 牡2黒鹿55 武士沢友治鈴木 髙幸氏 古賀 史生 新ひだか ニッコウファーム 482 ―1：17．0アタマ 107．9�
24 ペイシャキララ 牝2栗 54 石川裕紀人北所 直人氏 石栗 龍彦 浦河 大西ファーム 400 ―1：17．64 287．8�
36 カシノオラフ 牡2芦 55 黛 弘人柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 448 ― 〃 ハナ 387．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，462，500円 複勝： 46，473，700円 枠連： 12，859，100円
馬連： 53，689，600円 馬単： 25，722，900円 ワイド： 47，700，400円
3連複： 78，337，600円 3連単： 82，444，900円 計： 388，690，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 310円 � 290円 枠 連（1－6） 2，000円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 670円 �� 470円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 18，110円

票 数

単勝票数 計 414625 的中 � 137157（1番人気）
複勝票数 計 464737 的中 � 121791（1番人気）� 31103（6番人気）� 33916（5番人気）
枠連票数 計 128591 的中 （1－6） 4975（7番人気）
馬連票数 計 536896 的中 �� 23618（5番人気）
馬単票数 計 257229 的中 �� 7581（7番人気）
ワイド票数 計 477004 的中 �� 18381（5番人気）�� 27328（4番人気）�� 6681（20番人気）
3連複票数 計 783376 的中 ��� 13514（13番人気）
3連単票数 計 824449 的中 ��� 3300（53番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―12．6―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．2―36．2―48．8―1：01．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サッビアマーゴ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2018．3．13生 牡2栗 母 カーナヴァル 母母 キュンティア 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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 グローリアスカムイ号・シゲルジチョウ号・テイエムオドリコ号・ティーグランパ号・パインヒル号・

ラフカットジュエル号・レラシオネス号



3305512月19日 曇 良 （2中山5） 第5日 第7競走 ��1，600�2歳未勝利
発走13時15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

714 ド ラ ミ モ ン 牡2栗 55 岩田 望来子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 446＋ 21：37．2 12．7�
59 ビューティフルデイ 牝2鹿 54 三浦 皇成�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 450＋ 81：37．3クビ 2．8�
510 ウインシャーロット 牝2鹿 54 石川裕紀人�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 488＋26 〃 ハナ 33．0�
816 アップストリーム 牝2黒鹿54 津村 明秀下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 476－ 61：37．61� 3．4�
48 アオイカツマ 牡2鹿 55 M．デムーロ新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 4 〃 � 13．7�
815 レッドルーベンス 牡2鹿 55 丸山 元気 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 480＋ 61：37．7クビ 25．9	
36 アルマブレイド 牡2青鹿55 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 482＋ 41：37．8� 43．0

611 シルバースピリット 牡2黒鹿55 C．ルメール 嶋田 賢氏 藤沢 和雄 浦河 三嶋牧場 452＋ 61：37．9� 5．1�
24 アイアゲート 牝2鹿 54 横山 武史 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：38．11� 14．8
713 マイネルレイヨン 牡2鹿 55

52 ▲原 優介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 41：38．31� 47．1�

47 バジェナート 牝2栗 54 木幡 巧也吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 400－101：38．5� 183．6�
35 ウンジョウノメガミ 牝2鹿 54 横山 和生鈴木 正浩氏 伊藤 大士 日高 タバタファーム 460＋ 81：38．6� 310．4�
612 ウエスタンアミーゴ 牝2鹿 54 戸崎 圭太西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 406＋ 81：38．92 287．9�
12 カ シ マ ポ ポ 牝2青鹿54 丹内 祐次松浦 一久氏 加藤士津八 浦河 信成牧場 448－ 4 〃 クビ 749．1�
23 ワンモアナイン 牝2黒鹿 54

53 ☆斎藤 新本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 456＋ 41：39．85 449．2�
11 ハ ル モ ニ ア 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 育也 �YGGホースクラブ 稲垣 幸雄 新冠 川上牧場 430＋ 61：41．510 510．1�
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売 得 金
単勝： 53，592，000円 複勝： 68，408，100円 枠連： 12，082，800円
馬連： 71，562，600円 馬単： 29，935，300円 ワイド： 59，843，200円
3連複： 99，780，700円 3連単： 117，168，200円 計： 512，372，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 350円 � 160円 � 670円 枠 連（5－7） 1，330円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 5，260円

ワ イ ド �� 870円 �� 4，350円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 20，240円 3 連 単 ��� 132，520円

票 数

単勝票数 計 535920 的中 � 35619（4番人気）
複勝票数 計 684081 的中 � 45930（6番人気）� 149857（2番人気）� 20974（9番人気）
枠連票数 計 120828 的中 （5－7） 7033（5番人気）
馬連票数 計 715626 的中 �� 27327（6番人気）
馬単票数 計 299353 的中 �� 4262（17番人気）
ワイド票数 計 598432 的中 �� 18477（9番人気）�� 3429（35番人気）�� 8822（19番人気）
3連複票数 計 997807 的中 ��� 3696（58番人気）
3連単票数 計1171682 的中 ��� 641（340番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．3―12．5―12．3―12．6―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―36．0―48．5―1：00．8―1：13．4―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

ド ラ ミ モ ン �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．7．18 福島13着

2018．3．12生 牡2栗 母 ラッキーレディ 母母 ネヴァーピリオド 5戦1勝 賞金 7，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハルモニア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月19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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ヴィスナー号・ウェイオブライト号・グランエース号・ココリホウオウ号・フェミニンルック号・マミリアス号

3305612月19日 曇 良 （2中山5） 第5日 第8競走 ��2，500�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�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
2：38．6
2：38．6

不良
不良

33 サトノパシュート 牡3黒鹿55 C．ルメール �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 472± 02：45．0 2．2�
810 トップリーチ 牡3黒鹿55 三浦 皇成紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 458＋ 42：45．2� 9．8�
67 カッティングロック 牡3黒鹿55 井上 敏樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 512－ 8 〃 クビ 5．1�
22 カフェキング 牡3黒鹿55 石橋 脩西川 光一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B476± 02：45．94 4．6�
79 レアリザトゥール 牡3黒鹿55 武藤 雅 �京都ホースレーシング 小手川 準 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 82：46．32� 6．5�
811� マコトネネキリマル 牡4鹿 57 津村 明秀�ディアマント 伊坂 重信 様似 出口 繁夫 458± 02：46．72� 21．1	
55 ル カ 牡3鹿 55 岩田 望来窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 486＋ 62：47．65 25．4

78 トモジャタイクーン 牡5鹿 57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 B506＋ 4 〃 クビ 36．0�
66 � ウインエアフォルク 牡3鹿 55 野中悠太郎成富 直行氏 根本 康広 新冠 コスモヴューファーム 466± 02：48．34 59．5�
44 ハ ン ド リ ー 牝5栗 55 田中 勝春大倉 佑介氏 松永 康利 青森 諏訪牧場 474＋142：48．4� 104．0
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11 ピースボヌール 牡3鹿 55 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 502＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 41，195，900円 複勝： 49，146，200円 枠連： 9，712，700円
馬連： 54，762，400円 馬単： 30，600，300円 ワイド： 45，962，300円
3連複： 72，254，800円 3連単： 108，998，400円 計： 412，633，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（3－8） 640円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 390円 �� 300円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 5，830円

票 数

単勝票数 差引計 411959（返還計 17857） 的中 � 146248（1番人気）
複勝票数 差引計 491462（返還計 32967） 的中 � 159448（1番人気）� 59733（4番人気）� 77663（2番人気）
枠連票数 差引計 97127（返還計 12969） 的中 （3－8） 11653（3番人気）
馬連票数 差引計 547624（返還計 82418） 的中 �� 39768（4番人気）
馬単票数 差引計 306003（返還計 42769） 的中 �� 19153（3番人気）
ワイド票数 差引計 459623（返還計 60994） 的中 �� 29828（5番人気）�� 41604（2番人気）�� 23840（6番人気）
3連複票数 差引計 722548（返還計192648） 的中 ��� 35346（5番人気）
3連単票数 差引計1089984（返還計291265） 的中 ��� 13546（12番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―12．8―13．3―13．5―14．5―14．5―13．9―12．8―12．5―12．8―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―18．6―31．4―44．7―58．2―1：12．7―1：27．2―1：41．1―1：53．9―2：06．4―2：19．2―2：31．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノパシュート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pure Prize デビュー 2019．10．6 京都5着

2017．2．15生 牡3黒鹿 母 キャンディネバダ 母母 Candy Sola 8戦2勝 賞金 19，970，000円
〔競走除外〕 ピースボヌール号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。



3305712月19日 曇 良 （2中山5） 第5日 第9競走 ��
��1，600�ひ い ら ぎ 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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

56 � シュネルマイスター 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 独 Northern
Farm 474＋141：35．8 1．9�

22 ワ ザ モ ノ 牡2鹿 55 黛 弘人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 41：36．33 16．6�

55 アラビアンナイト 牝2青鹿54 戸崎 圭太 Him Rock Racing
ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 428＋ 21：36．4� 3．6�

44 コスモアシュラ 牡2芦 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 61：36．5� 21．0�
33 ア ヴ ァ ノ ス 牡2鹿 55 丸山 元気吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 ハナ 10．8	
812 ウインミニヨン 牝2栗 54 津村 明秀�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 400－ 61：36．71	 15．6

79 グロリユーノワール 牝2鹿 54 野中悠太郎 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 440－ 21：37．01	 75．4�
811 サクセスエース 牡2栗 55 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 484＋121：37．53	 96．9�
67 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± 01：37．81	 13．9
11 マウンテンムスメ 牝2栗 54 江田 照男西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 452－ 41：38．54 202．9�
68 マ ル ス 牡2青鹿55 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 石郷岡 五月 440＋ 61：38．6クビ 60．9�
710
 トーセンマッシモ 牡2芦 55 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 492＋ 81：40．4大差 127．5�
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売 得 金
単勝： 64，442，100円 複勝： 114，273，100円 枠連： 19，062，300円
馬連： 96，758，400円 馬単： 52，400，700円 ワイド： 73，049，200円
3連複： 136，194，100円 3連単： 233，768，900円 計： 789，948，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 240円 � 120円 枠 連（2－5） 1，050円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 490円 �� 170円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 5，670円

票 数

単勝票数 計 644421 的中 � 281805（1番人気）
複勝票数 計1142731 的中 � 584261（1番人気）� 51994（6番人気）� 181571（2番人気）
枠連票数 計 190623 的中 （2－5） 13949（5番人気）
馬連票数 計 967584 的中 �� 52927（5番人気）
馬単票数 計 524007 的中 �� 22122（6番人気）
ワイド票数 計 730492 的中 �� 32865（7番人気）�� 146053（1番人気）�� 22496（10番人気）
3連複票数 計1361941 的中 ��� 79110（4番人気）
3連単票数 計2337689 的中 ��� 29880（14番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―11．8―11．8―12．5―12．4―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．8―35．6―47．4―59．9―1：12．3―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

�シュネルマイスター �
�
父 Kingman �

�
母父 Soldier Hollow デビュー 2020．9．5 札幌1着

2018．3．23生 牡2鹿 母 Serienholde 母母 Saldenehre 2戦2勝 賞金 17，352，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンマッシモ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月19日まで平地競

走に出走できない。

3305812月19日 曇 良 （2中山5） 第5日 第10競走 ��
��1，800�

ちゅうとう

仲冬ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

47 シ ェ ダ ル 牡3栗 56 横山 武史 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 530＋ 21：54．3 11．3�
59 ライトウォーリア 牡3鹿 56 吉田 隼人 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 502＋141：54．4� 7．7�
713	 ウインフォルティス 牡5鹿 57 和田 竜二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 506＋101：54．5� 23．6�
611 エンダウメント 牡4黒鹿57 勝浦 正樹ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－101：54．71
 28．6�
48 ゼノヴァース 牡3鹿 56 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 464＋ 2 〃 ハナ 1．9	
24 ライジングドラゴン 牡5芦 57 石川裕紀人鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 450＋ 41：54．8� 37．8

612 キャンディスイート 牝4鹿 55 三浦 皇成吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 482＋ 81：54．9� 7．0�
510 メイショウダジン 牡3栗 56 柴田 大知松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 464－ 2 〃 クビ 12．8�
23 ベルキューズ 牝4栗 55 内田 博幸 �ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 B496＋ 61：55．0クビ 266．1
12 バンクオブクラウズ 牡3芦 56 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 514＋ 21：55．21
 7．8�
815 デルマオニキス 牡3芦 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 480－ 2 〃 クビ 25．2�
714 リフトトゥヘヴン 牡6鹿 57 松若 風馬丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B490± 01：55．51� 111．8�
816 エターナルヴィテス 牡4鹿 57 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 478＋ 41：55．71� 252．4�
36 ビービーガウディ 牡6栗 57 大野 拓弥�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 B486＋ 61：56．22� 108．9�
35 ダンサクドゥーロ 牡6芦 57 岩田 望来吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 532＋ 61：56．3� 190．4�
11 ビッグアイランド 牡6鹿 57 丸山 元気前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 B536＋ 81：58．8大差 302．0�
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売 得 金
単勝： 77，211，300円 複勝： 115，548，300円 枠連： 30，006，900円
馬連： 140，327，400円 馬単： 63，959，000円 ワイド： 113，622，300円
3連複： 222，963，900円 3連単： 273，762，700円 計： 1，037，401，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 410円 � 320円 � 610円 枠 連（4－5） 420円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 2，740円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 17，990円 3 連 単 ��� 84，780円

票 数

単勝票数 計 772113 的中 � 54441（5番人気）
複勝票数 計1155483 的中 � 75122（5番人気）� 101656（3番人気）� 46837（8番人気）
枠連票数 計 300069 的中 （4－5） 54888（1番人気）
馬連票数 計1403274 的中 �� 32336（12番人気）
馬単票数 計 639590 的中 �� 6611（25番人気）
ワイド票数 計1136223 的中 �� 24021（12番人気）�� 10524（34番人気）�� 14901（23番人気）
3連複票数 計2229639 的中 ��� 9295（59番人気）
3連単票数 計2737627 的中 ��� 2341（265番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．2―13．0―12．5―12．4―12．7―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．2―51．2―1：03．7―1：16．1―1：28．8―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ェ ダ ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．1．18 中山1着

2017．3．31生 牡3栗 母 マイティースルー 母母 スルーオール 6戦4勝 賞金 51，063，000円
〔発走状況〕 メイショウダジン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウダジン号は，令和2年12月20日から令和3年1月11日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 エクリリストワール号・カナシバリ号・ギャラクシーソウル号・グトルフォス号・クリノヒビキ号・サトノディード号・

フォーカード号・メダリオンモチーフ号・ラインベック号・ラストマン号・ロジティナ号



3305912月19日 曇 良 （2中山5） 第5日 第11競走 ��
��1，600�第6回ターコイズステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，1．12．14以降2．12．13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 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

48 スマイルカナ 牝3芦 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 436＋101：34．6 4．8�
35 アンドラステ 牝4黒鹿54 岩田 望来 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 0 〃 ハナ 6．7�
23 フェアリーポルカ 牝4鹿 56 和田 竜二山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 506＋ 81：34．81� 14．6�
713 シーズンズギフト 牝3青鹿53 津村 明秀 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 486－ 41：34．9� 11．7�
24 ビッククインバイオ 牝3栗 53 戸崎 圭太バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 482± 01：35．0� 33．0	
36 インターミッション 牝3黒鹿53 石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 410－ 4 〃 クビ 9．0

714 ランブリングアレー 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 470－ 81：35．1	 5．0�
815 スイープセレリタス 牝4黒鹿53 丸山 元気 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 518＋ 81：35．2クビ 108．8�
12 シャインガーネット 牝3栗 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 476＋121：35．3� 10．2
47 ドナウデルタ 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 アタマ 7．9�
11 レッドレグナント 牝5鹿 52 武藤 雅 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：35．51� 241．7�
612 ク リ ス テ ィ 牝3芦 53 松若 風馬薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ

アーム 486± 01：35．6クビ 14．6�
59 アロハリリー 牝5青鹿54 酒井 学吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B462－ 2 〃 ハナ 70．9�
611 サンクテュエール 牝3鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472＋161：35．81� 28．2�
510 モルフェオルフェ 牝5鹿 52 江田 照男並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 460＋ 41：36．01� 141．6�
816 トロワゼトワル 牝5鹿 57 斎藤 新 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 464＋ 21：36．32 22．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 201，579，500円 複勝： 324，413，500円 枠連： 116，362，500円
馬連： 576，590，900円 馬単： 188，371，500円 ワイド： 454，154，900円
3連複： 1，224，978，100円 3連単： 1，182，497，900円 計： 4，268，948，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 230円 � 350円 枠 連（3－4） 550円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，490円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 11，690円 3 連 単 ��� 52，740円

票 数

単勝票数 計2015795 的中 � 329708（1番人気）
複勝票数 計3244135 的中 � 504490（1番人気）� 380329（3番人気）� 208692（8番人気）
枠連票数 計1163625 的中 （3－4） 161111（2番人気）
馬連票数 計5765909 的中 �� 196297（6番人気）
馬単票数 計1883715 的中 �� 34355（8番人気）
ワイド票数 計4541549 的中 �� 134571（6番人気）�� 77552（19番人気）�� 63097（30番人気）
3連複票数 計12249781 的中 ��� 78573（40番人気）
3連単票数 計11824979 的中 ��� 16255（145番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．3―34．5―46．5―58．3―1：10．4―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマイルカナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2019．7．27 新潟1着

2017．3．22生 牝3芦 母 エーシンクールディ 母母 Catalina 12戦5勝 賞金 170，635，000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） 1頭 サトノダムゼル号
（非抽選馬） 3頭 イベリス号・テーオービクトリー号・レイホーロマンス号

3306012月19日 曇 良 （2中山5） 第5日 第12競走 ��
��2，000�3歳以上2勝クラス

発走16時00分 （1000万円以下） （芝・右）
牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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
1：57．8
1：56．1

良
良

712 ムーンライトナイト 牝5鹿 55 吉田 隼人 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454＋102：04．5 19．1�

22 アップライトスピン 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 2 〃 クビ 7．5�

46 フ ラ ル 牝4鹿 55 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 2 〃 クビ 217．3�

815 ガ ロ シ ェ 牝4黒鹿55 M．デムーロ �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462± 02：04．7� 6．7�

59 ア カ イ イ ト 牝3青鹿54 三浦 皇成岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 502＋ 62：04．81 4．5	
713	 カ サ ー レ 牝5青鹿55 江田 照男飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 B444－ 82：05．01
 147．6

35 ベストクィーン 牝4栗 55 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 420－ 4 〃 ハナ 82．3�
58 ルヴェルソー 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 446＋ 22：05．31� 13．3�
611 ハローユニコーン 牝6鹿 55 戸崎 圭太 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 476＋122：05．61� 73．1
23 フォークテイル 牝4鹿 55 横山 武史 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 448＋ 42：05．7� 31．6�
814 スコッチリール 牝4黒鹿 55

54 ☆斎藤 新 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 同着 257．9�
47 フェアリーグルーヴ 牝3鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 434－ 6 〃 クビ 59．8�
11 	 ファインスティール 牝4鹿 55 岩田 望来岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

516± 02：05．8クビ 34．6�
34 フラッシングジェム 牝4青鹿55 武藤 雅 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 472－ 42：05．9� 98．7�
610 マッチレスノヴェル 牝3栗 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460± 02：06．85 2．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 89，977，300円 複勝： 111，967，000円 枠連： 27，920，700円
馬連： 149，596，400円 馬単： 61，451，200円 ワイド： 118，011，000円
3連複： 225，794，100円 3連単： 265，880，900円 計： 1，050，598，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 390円 � 270円 � 3，440円 枠 連（2－7） 4，250円

馬 連 �� 6，000円 馬 単 �� 14，470円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 20，810円 �� 12，430円

3 連 複 ��� 177，130円 3 連 単 ��� 1，014，540円

票 数

単勝票数 計 899773 的中 � 37622（6番人気）
複勝票数 計1119670 的中 � 76311（6番人気）� 126447（4番人気）� 7206（14番人気）
枠連票数 計 279207 的中 （2－7） 5089（14番人気）
馬連票数 計1495964 的中 �� 19306（18番人気）
馬単票数 計 614512 的中 �� 3185（38番人気）
ワイド票数 計1180110 的中 �� 17052（18番人気）�� 1444（81番人気）�� 2424（66番人気）
3連複票数 計2257941 的中 ��� 956（236番人気）
3連単票数 計2658809 的中 ��� 190（1259番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．8―13．4―13．2―12．5―12．2―12．1―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―37．1―50．5―1：03．7―1：16．2―1：28．4―1：40．5―1：52．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ムーンライトナイト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Orpen デビュー 2017．9．30 中山5着

2015．2．27生 牝5鹿 母 ポ ー レ ン 母母 On Air 19戦3勝 賞金 38，225，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（2中山5）第5日 12月19日（土曜日） 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 180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

232，290，000円
5，620，000円
32，780，000円
1，740，000円
27，560，000円
79，857，500円
5，222，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
780，387，500円
1，247，529，800円
283，553，000円
1，421，320，800円
602，645，900円
1，162，093，700円
2，489，870，700円
2，810，369，600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 10，797，771，000円

総入場人員 2，789名 （有料入場人員 2，411名）
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