
3306112月20日 晴 良 （2中山5） 第6日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

510 サンマルセレッソ 牝2鹿 54 内田 博幸相馬 勇氏 中野 栄治 平取 びらとり牧場 440＋ 81：13．1 17．5�
35 フクノルッカ 牝2鹿 54 田辺 裕信福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 434－ 21：13．2� 4．9�
11 カ ー ド 牝2黒鹿54 江田 照男井高 義光氏 清水 英克 新冠 アラキフアーム 454＋121：13．51� 4．5�
47 キ ラ メ キ 牝2栗 54 吉田 豊大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社

大原ファーム 476－ 21：13．6� 9．8�
815 ガウナエルフリーデ 牝2栗 54 三浦 皇成西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 476＋ 21：13．7� 5．6�
48 ユメノシラベ 牝2栗 54 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 492＋ 2 〃 クビ 4．2�
23 ワールドクルーズ 牝2鹿 54 丸山 元気 	キャロットファーム 和田 雄二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 01：14．23 7．4

713 キチロクレディス 牝2鹿 54 丹内 祐次山本 正美氏 藤原 辰雄 浦河 谷川牧場 438＋18 〃 アタマ 51．4�
816 ラッキーフレイム 牝2鹿 54 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 450＋101：14．94 119．6�
24 ボ ニ ー ト 牝2芦 54

53 ☆木幡 育也平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 浦河 山口 義彦 416＋ 61：15．43 71．2
36 アンジュブラン 牝2芦 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 静内杉下牧場 502± 01：16．03� 338．9�
611 ジューンメモリー 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介吉川 潤氏 堀井 雅広 様似 澤井 義一 424－ 61：16．1� 214．7�
714 ウェイヴアナリシス 牝2栗 54 木幡 巧也ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 420－ 21：16．31 194．4�
12 カンタベリーパール 牝2黒鹿54 的場 勇人峰 哲馬氏 的場 均 新ひだか 荒谷 輝和 444＋ 61：16．93� 534．1�
59 ベ ン タ ロ ン 牝2鹿 54 西田雄一郎	ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 432＋101：17．85 271．1�
612 マロンビクトリー 牝2鹿 54 石川裕紀人金森圭史朗氏 加藤 和宏 浦河 辻 牧場 432－101：21．5大差 477．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，184，600円 複勝： 59，257，800円 枠連： 12，014，200円
馬連： 66，959，500円 馬単： 30，903，800円 ワイド： 58，820，300円
3連複： 110，180，000円 3連単： 112，383，500円 計： 483，703，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 380円 � 180円 � 170円 枠 連（3－5） 4，460円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 9，510円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，370円 �� 440円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 55，600円

票 数

単勝票数 計 331846 的中 � 16062（7番人気）
複勝票数 計 592578 的中 � 31357（7番人気）� 95597（3番人気）� 105837（2番人気）
枠連票数 計 120142 的中 （3－5） 2151（16番人気）
馬連票数 計 669595 的中 �� 12655（18番人気）
馬単票数 計 309038 的中 �� 2599（38番人気）
ワイド票数 計 588203 的中 �� 11132（17番人気）�� 10839（19番人気）�� 38748（3番人気）
3連複票数 計1101800 的中 ��� 17032（20番人気）
3連単票数 計1123835 的中 ��� 1617（175番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．7―12．6―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―34．0―46．6―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルセレッソ �
�
父 ヘニーハウンド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．12．5 中山5着

2018．5．14生 牝2鹿 母 トウカイセレッソ 母母 トウカイティアラ 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マロンビクトリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月20日まで平地競

走に出走できない。
ベンタロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月20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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グリモリオ号・スイートナイト号

3306212月20日 晴 良 （2中山5） 第6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 トーセンダニエル 牡2鹿 55 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 552± 01：58．1 2．0�

23 エンシェントアイル 牡2鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 550＋ 81：58．41� 14．7�
611 ディヴァインゲート 牡2鹿 55 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 492± 01：58．71� 63．1�
35 アナザーヴィータ 牡2栗 55 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 474－101：58．91� 99．8�
713 クールマニワ 牡2栗 55 勝浦 正樹�サンライズ 高橋 裕 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482＋ 2 〃 クビ 9．7	
714 サンエルセントロ 牡2黒鹿55 蛯名 正義 
加藤ステーブル 中舘 英二 日高 シンボリ牧場 450－ 81：59．0クビ 7．5�
816 ワンプレート 牡2鹿 55 木幡 巧也中村 智幸氏 高柳 瑞樹 浦河 大柳ファーム 490－ 41：59．1� 42．9�
12 マイネルオラトリオ 牡2鹿 55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 488－ 6 〃 アタマ 17．0
815 タイセイマーベル 牡2栗 55 石橋 脩田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム 488± 01：59．63 6．1�
510 ハ ラ ジ ュ ク 牡2黒鹿55 木幡 初也三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 458＋ 22：00．66 695．1�
47 カンリンポチェ 牡2鹿 55 田辺 裕信窪田 芳郎氏 田村 康仁 浦河 大島牧場 502－ 82：01．87 84．8�
11 ラ ロ コ ル ポ 牡2鹿 55 江田 照男髙樽さゆり氏 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 442－ 22：02．33� 380．9�
48 キタノアヴァロン 牡2栗 55 大野 拓弥北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 444－ 42：02．51 46．0�
612 アポロドリーム 牝2鹿 54 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 500＋ 22：03．03 127．3�
59 ホワイトハウス �2芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B444－ 42：04．38 14．2�
（15頭）

36 トーセンマーク 牡2栗 55 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ
スティファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 41，058，600円 複勝： 59，332，200円 枠連： 12，492，000円
馬連： 56，483，800円 馬単： 28，361，900円 ワイド： 51，966，300円
3連複： 89，031，200円 3連単： 97，597，300円 計： 436，323，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 370円 � 490円 枠 連（2－2） 1，470円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，440円 �� 6，120円

3 連 複 ��� 13，130円 3 連 単 ��� 42，360円

票 数

単勝票数 計 410586 的中 � 171375（1番人気）
複勝票数 計 593322 的中 � 252200（1番人気）� 27068（6番人気）� 18813（8番人気）
枠連票数 計 124920 的中 （2－2） 6761（4番人気）
馬連票数 計 564838 的中 �� 31024（4番人気）
馬単票数 計 283619 的中 �� 10963（6番人気）
ワイド票数 計 519663 的中 �� 21755（7番人気）�� 9509（13番人気）�� 2144（42番人気）
3連複票数 計 890312 的中 ��� 5424（36番人気）
3連単票数 計 975973 的中 ��� 1843（116番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―13．7―13．2―12．6―12．8―12．9―13．3―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―39．0―52．2―1：04．8―1：17．6―1：30．5―1：43．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

トーセンダニエル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．8．22 新潟4着

2018．5．18生 牡2鹿 母 トーセンレディ 母母 レディインディ 6戦1勝 賞金 12，010，000円
〔出走取消〕 トーセンマーク号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 タイセイマーベル号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 サンエルセントロ号の騎手蛯名正義は，2コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホワイトハウス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月20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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アトラスエース号・ウインプロスト号・コスモコラッジョ号・ブライテストダーク号

第５回 中山競馬 第６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



3306312月20日 晴 良 （2中山5） 第6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

36 キ ミ ワ テ ル 牡2栗 55 武藤 雅浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：13．6 4．9�
35 オレデイイノカ 牡2栗 55 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 476＋101：13．91� 3．8�
510 アウトレイジング 牡2青鹿55 丹内 祐次三浦 勝仁氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 418＋ 41：14．43� 24．8�
24 タイセイアンシェル 牡2鹿 55 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 木下牧場 424－ 61：14．6� 5．2�
612 キョウエイアップ 牡2鹿 55 柴田 大知田中 晴夫氏 勢司 和浩 日高 春木ファーム 496－ 61：14．81� 39．8�
815 グラスクアドラ 牡2鹿 55

52 ▲原 優介半沢� 松山 将樹 新ひだか 岡田牧場 440－ 21：14．9� 45．5	
48 ウィズインリーチ 牡2鹿 55 横山 武史鈴木 正浩氏 加藤士津八 様似 富田 恭司 468± 01：15．21� 4．1

714 プレカーリー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 404± 01：15．3� 26．5�
23 レゾンデートル 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 上井農場 432＋ 21：15．4� 102．8�
47 クロヌサンファン 牡2鹿 55 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 61：15．5� 255．3
611 フィジータイム 牡2鹿 55 勝浦 正樹 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B496＋ 61：15．81� 40．9�
713 ザイグザンプル 牝2青鹿 54

53 ☆木幡 育也嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 468－ 21：15．9� 71．9�
12 ミュークルークス 牡2鹿 55 武士沢友治庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 片山牧場 452＋ 8 〃 アタマ 73．1�
11 ケイティローズ 牝2青鹿 54

51 ▲小林 凌大瀧本 和義氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 422－ 61：16．43 361．5�
59 トミケンストーリア 牡2鹿 55 三浦 皇成冨樫 賢二氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 B470－ 41：16．93 10．6�
816 サ ン パ リ ス 牝2青鹿54 江田 照男 �加藤ステーブル 清水 英克 日高 株式会社

ケイズ 460＋ 61：17．11� 367．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，093，900円 複勝： 53，934，400円 枠連： 12，356，500円
馬連： 63，069，000円 馬単： 26，777，800円 ワイド： 54，728，300円
3連複： 97，676，000円 3連単： 97，662，600円 計： 441，298，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 170円 � 510円 枠 連（3－3） 1，080円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，980円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 8，320円 3 連 単 ��� 34，780円

票 数

単勝票数 計 350939 的中 � 59276（3番人気）
複勝票数 計 539344 的中 � 77204（4番人気）� 97491（2番人気）� 20860（6番人気）
枠連票数 計 123565 的中 （3－3） 9072（4番人気）
馬連票数 計 630690 的中 �� 56711（2番人気）
馬単票数 計 267778 的中 �� 10398（8番人気）
ワイド票数 計 547283 的中 �� 32992（5番人気）�� 6978（19番人気）�� 8846（13番人気）
3連複票数 計 976760 的中 ��� 9381（20番人気）
3連単票数 計 976626 的中 ��� 2246（88番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．5―12．9―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．3―47．2―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ミ ワ テ ル �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．10．25 東京5着

2018．1．29生 牡2栗 母 ラインダール 母母 チアズメッセージ 2戦1勝 賞金 5，800，000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。
（非抽選馬） 4頭 カネショウルーイ号・サウンドクラウン号・シーピーエフペット号・ノーマロエア号

3306412月20日 晴 良 （2中山5） 第6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

59 ロードトゥフェイム 牡2鹿 55 木幡 巧也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 486＋102：03．9 5．8�
12 アンドルディース 牝2芦 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 466＋ 62：04．43 13．0�
816 ウインチェレステ 牡2鹿 55 横山 武史�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 476－ 62：04．61� 4．5�
713 マイネルパリオート 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 452± 0 〃 クビ 11．4�
612 ホウオウハイエスト 牝2栗 54 北村 宏司小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 520＋ 82：04．7クビ 68．7	
817 スカーレットテイル 牝2鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 408＋122：04．91� 124．4

818 コンソレーション 牡2青 55 石川裕紀人伊東 純一氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 クビ 5．5�
714 イ ザ ニ コ ス 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 42：05．32� 23．4�
48 ク オ ン タ ム 牝2芦 54 武藤 雅�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 434＋ 42：05．83 20．5
715 ノーザンピーク 牡2鹿 55 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 474＋ 4 〃 クビ 98．8�
611 ロ ス コ フ 牡2鹿 55 田辺 裕信吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 486＋12 〃 アタマ 4．6�
510 ノアブラック 	2青鹿 55

54 ☆木幡 育也佐山 公男氏 天間 昭一 様似 清水スタッド 426± 02：06．01� 95．4�
35 マリノルシアーナ 牝2鹿 54 内田 博幸�クラウン 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 458－122：06．32 223．0�
36 アイワナスマイル 牝2青鹿54 吉田 豊 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 492－ 42：06．72 89．0�
11 ラブバルドー 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大増田 陽一氏 田島 俊明 日高 奥山 博 444± 02：07．65 179．4�
47 マイネルキャラバン 牡2鹿 55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新ひだか 稲葉牧場 508＋242：08．23� 260．1�
24 キャッチミー 牝2鹿 54 木幡 初也薪浦 亨氏 武市 康男 新ひだか 高橋 修 B484－ 42：09．58 333．2�
23 シ ル ブ ロ ン 牡2鹿 55 丸山 元気 �シルクレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 476＋ 6 （競走中止） 12．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，751，200円 複勝： 73，888，800円 枠連： 16，472，800円
馬連： 69，890，300円 馬単： 28，681，500円 ワイド： 66，192，500円
3連複： 111，379，700円 3連単： 105，623，200円 計： 513，880，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 290円 � 190円 枠 連（1－5） 3，740円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 7，230円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 940円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 9，490円 3 連 単 ��� 64，350円

票 数

単勝票数 計 417512 的中 � 60660（4番人気）
複勝票数 計 738888 的中 � 113569（3番人気）� 57371（5番人気）� 110743（4番人気）
枠連票数 計 164728 的中 （1－5） 3519（13番人気）
馬連票数 計 698903 的中 �� 15131（16番人気）
馬単票数 計 286815 的中 �� 3171（33番人気）
ワイド票数 計 661925 的中 �� 15161（13番人気）�� 19106（9番人気）�� 11114（21番人気）
3連複票数 計1113797 的中 ��� 9381（32番人気）
3連単票数 計1056232 的中 ��� 1313（208番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．5―49．4―1：02．2―1：14．5―1：26．8―1：39．1―1：51．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．1
1
3
1（14，15）（7，13，16）18（8，12）9（3，11）（4，17）（6，10）5－2・（1，14）15（13，16，2）（7，8）（18，11）（12，9）17（6，10）－4－5＝3

2
4

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

ロードトゥフェイム �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．9．27 中山3着

2018．4．30生 牡2鹿 母 ラドランファーマ 母母 ヒデアスタイアー 3戦1勝 賞金 6，900，000円
〔競走中止〕 シルブロン号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 シルブロン号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャッチミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月20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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 オンザライン号・ロングラン号



3306512月20日 晴 良 （2中山5） 第6日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時05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

47 ビジューブリランテ 牡2栗 55 横山 武史 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 484 ―1：36．8 11．4�
611 ゴ ダ イ リ キ 牡2鹿 55 石橋 脩青山 洋一氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 498 ―1：36．9� 16．1�
48 イズンシーラブリー 牝2鹿 54 大野 拓弥諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 436 ―1：37．0� 2．4�
713 スターオブエイジア 牝2鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 474 ―1：37．31� 12．2�
24 ゴールデンナイト 牡2鹿 55 石川裕紀人嶋田 賢氏 奥村 武 新冠 大栄牧場 482 ― 〃 クビ 46．5�
36 カンナリリー 牝2栗 54 三浦 皇成	G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 418 ―1：37．72� 5．4

612 アベレージマーク 牝2栗 54 内田 博幸金子真人ホール

ディングス	 大和田 成 千歳 社台ファーム 462 ―1：37．9� 58．8�
714 ト ゥ ル カ ナ 牡2栗 55 木幡 巧也畑佐 博氏 伊藤 大士 日高 荒井ファーム 504 ―1：38．11� 182．1�
23 ソレンニータ 牝2鹿 54 北村 宏司 	ロードホースクラブ 木村 哲也 新ひだか ケイアイファーム 420 ―1：38．2� 8．9
510 チグサスマイル 牝2鹿 54 武藤 雅伊澤 正行氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 392 ―1：38．3� 18．7�
12 ラビオンアスール 牡2青 55 的場 勇人	アスール 伊藤 大士 新ひだか 石川 栄一 422 ― 〃 クビ 335．7�
815 エリーゴールド 牝2芦 54 江田 照男谷川 正純氏 本間 忍 浦河 木戸口牧場 428 ―1：38．51� 233．2�
35 カドカラハジマル 牡2栗 55

54 ☆木幡 育也芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 432 ―1：38．71� 32．6�
11 ゴートゥートラベル 牝2青鹿54 蛯名 正義吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 406 ―1：39．55 11．4�
816 パ ワ ー ボ ム 牡2栗 55 宮崎 北斗横田 恵子氏 加藤士津八 日高 奥山 博 528 ―1：39．92� 164．7�
59 グローリアスヴェガ 牝2鹿 54 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 450 ― 〃 ハナ 67．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，079，200円 複勝： 50，544，100円 枠連： 13，066，100円
馬連： 59，186，800円 馬単： 27，628，900円 ワイド： 51，240，100円
3連複： 87，504，800円 3連単： 96，007，300円 計： 427，257，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 270円 � 390円 � 140円 枠 連（4－6） 1，210円

馬 連 �� 7，560円 馬 単 �� 16，700円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 590円 �� 810円

3 連 複 ��� 6，370円 3 連 単 ��� 58，670円

票 数

単勝票数 計 420792 的中 � 31125（4番人気）
複勝票数 計 505441 的中 � 41352（4番人気）� 25742（7番人気）� 134307（1番人気）
枠連票数 計 130661 的中 （4－6） 8611（4番人気）
馬連票数 計 591868 的中 �� 6256（23番人気）
馬単票数 計 276289 的中 �� 1323（50番人気）
ワイド票数 計 512401 的中 �� 6613（22番人気）�� 24291（4番人気）�� 16923（8番人気）
3連複票数 計 875048 的中 ��� 10987（19番人気）
3連単票数 計 960073 的中 ��� 1309（165番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．0―11．9―12．2―12．1―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．9―35．9―47．8―1：00．0―1：12．1―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8

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

勝馬の
紹 介

ビジューブリランテ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ディープスカイ 初出走

2018．2．27生 牡2栗 母 ビジュートウショウ 母母 スイープトウショウ 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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アリストヴェール号・キタノサスピション号・コスモセレナ号・スマートラン号・ピュアマジョリック号・

ブッシュドノエル号・マイネルシェルム号・ミトグラフィア号・リターンオブクイン号

3306612月20日 晴 良 （2中山5） 第6日 第6競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時35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
1：52．7
1：50．9

良
不良

712� ブラックロータス 牡2鹿 55 田辺 裕信�レッドマジック金成 貴史 米 Merriebelle
Stable, LLC 562 ―1：58．2 1．8�

713 ハイエストピーク 牡2鹿 55 嘉藤 貴行村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 480 ― 〃 クビ 5．8�
611 ジェイエルブリッジ 牡2芦 55 丸山 元気橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 466 ―1：58．51� 38．4�
59 ジュンキリタップ 牡2芦 55 吉田 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 平取 二風谷ファーム 506 ―1：58．6クビ 41．3�
11 ウインラザンツ 牡2鹿 55 丹内 祐次�ウイン 畠山 吉宏 新冠 イワミ牧場 492 ―1：59．24 82．1�
34 アシタガアルサ 牡2栗 55 石川裕紀人千葉 正人氏 小笠 倫弘 新ひだか 飛野牧場 466 ―1：59．51� 73．6	
58 デルマタモン 牡2栗 55 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 508 ―2：00．13	 10．5

815 エレガンスルブラ 牝2芦 54

51 ▲小林 凌大 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432 ―2：00．52	 110．5�

22 サンペンサコーラ 牡2鹿 55 三浦 皇成 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 新冠 土井牧場 472 ―2：01．14 8．5
35 ネモスフィレオ 牡2鹿 55 宮崎 北斗ディアレストクラブ� 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト

クラブ 490 ―2：01．2クビ 315．3�
46 ボ タ ニ ス ト 牡2栗 55 横山 武史金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 日高 白井牧場 490 ―2：01．3� 24．1�
47 チャップマン 牡2青鹿55 石橋 脩林 正道氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 472 ―2：03．5大差 8．6�
814 シルバトアスール 牡2青鹿55 武藤 雅�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 544 ―2：04．02	 211．3�
23 ワンダーウォール 牡2栗 55 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 474 ―2：04．53 110．8�
610 キ セ ル 牡2鹿 55 大野 拓弥北畑 忍氏 青木 孝文 浦河 ヒダカフアーム 470 ―2：04．71
 120．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，118，300円 複勝： 64，326，500円 枠連： 15，367，000円
馬連： 55，967，100円 馬単： 32，639，700円 ワイド： 47，424，800円
3連複： 84，113，700円 3連単： 113，137，500円 計： 457，094，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 420円 枠 連（7－7） 490円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，010円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 11，180円

票 数

単勝票数 計 441183 的中 � 197498（1番人気）
複勝票数 計 643265 的中 � 294271（1番人気）� 87378（2番人気）� 18633（7番人気）
枠連票数 計 153670 的中 （7－7） 24655（2番人気）
馬連票数 計 559671 的中 �� 89454（1番人気）
馬単票数 計 326397 的中 �� 34967（1番人気）
ワイド票数 計 474248 的中 �� 54799（1番人気）�� 11510（13番人気）�� 5116（21番人気）
3連複票数 計 841137 的中 ��� 13657（14番人気）
3連単票数 計1131375 的中 ��� 8090（24番人気）

ハロンタイム 13．1―12．5―13．3―13．8―12．6―12．6―13．3―13．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．6―38．9―52．7―1：05．3―1：17．9―1：31．2―1：44．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．3
1
3
・（7，9）11，14（2，6，4）（13，12）8，1－15－（3，5）＝10
9（7，11，12）（2，6，4，13）8－（1，14）－15－5－3＝10

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

勝馬の
紹 介

�ブラックロータス �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Arch 初出走

2018．5．28生 牡2鹿 母 Arravale 母母 Kalosca 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダーウォール号・キセル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月20日

まで平地競走に出走できない。



3306712月20日 晴 良 （2中山5） 第6日 第7競走 ��
��1，200�3歳以上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，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
1：08．5
1：08．5

重
重

510 グローサーベア �3芦 56 横山 武史 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 474± 01：12．1 8．0�
713	
 ヒ ロ ミ 牡5黒鹿57 西田雄一郎了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米
Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

B502＋ 61：12．31 10．6�
11 	 ジッピーレーサー �3鹿 56 武藤 雅岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 468＋101：12．62 4．5�
59 トリプルシックス 牝3黒鹿54 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 478＋ 21：12．7� 2．8�
611 プレジールドビブル 牡3鹿 56 木幡 初也�GET NEXT 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 468＋ 81：12．8クビ 24．1	
24 
 ラ キ ウ ラ �4黒鹿57 柴田 大知�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 478－ 41：12．9� 17．0

47 ネバーランド 牡3鹿 56 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 434＋10 〃 ハナ 37．6�
35 カップッチョ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 490＋ 41：13．0� 24．8�
36 スターファイター 牡3鹿 56 田辺 裕信 �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 472＋ 2 〃 ハナ 6．1
816
 クリノベロニカ 牝4鹿 55 丹内 祐次栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか 平野牧場 442－ 91：13．42 496．4�
23 
 アロングショット 牡5鹿 57 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 454＋ 8 〃 ハナ 427．3�
815 セレンディピア 牡3鹿 56

53 ▲原 優介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 日西牧場 466＋10 〃 アタマ 129．7�

612
 フ ロ イ デ �5栗 57
56 ☆木幡 育也岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B502＋ 81：13．5クビ 37．2�
12 スイーツビュッフェ 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大 �YGGホースクラブ 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 8 〃 ハナ 13．5�
714
 リネンフリー 牝3黒鹿54 吉田 豊戸山 光男氏 南田美知雄 青森 ワールドファーム 436－ 21：13．71� 331．1�
48 ブルーコーラル 牝4栗 55 内田 博幸 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 450＋161：14．76 53．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，527，200円 複勝： 63，320，800円 枠連： 18，899，400円
馬連： 71，729，500円 馬単： 30，691，300円 ワイド： 63，884，900円
3連複： 115，714，600円 3連単： 116，709，300円 計： 520，477，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 220円 � 290円 � 190円 枠 連（5－7） 1，360円

馬 連 �� 4，940円 馬 単 �� 9，650円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 950円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 10，750円 3 連 単 ��� 82，990円

票 数

単勝票数 計 395272 的中 � 39468（4番人気）
複勝票数 計 633208 的中 � 75473（4番人気）� 51411（5番人気）� 93859（2番人気）
枠連票数 計 188994 的中 （5－7） 11100（6番人気）
馬連票数 計 717295 的中 �� 11604（18番人気）
馬単票数 計 306913 的中 �� 2544（34番人気）
ワイド票数 計 638849 的中 �� 8743（24番人気）�� 18277（9番人気）�� 9533（21番人気）
3連複票数 計1157146 的中 ��� 8609（37番人気）
3連単票数 計1167093 的中 ��� 1125（263番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．3―12．4―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．5―45．9―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グローサーベア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．7．20 福島8着

2017．4．10生 �3芦 母 シュテルンターラー 母母 トゥースペシャル 11戦2勝 賞金 17，710，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エムオールビー号・ダイシンウィット号・ヒカリトップメモリ号

3306812月20日 晴 良 （2中山5） 第6日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走13時35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

24 ニシノコトダマ 牡4栗 57 田辺 裕信西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー
クスタツド 548＋301：12．0 3．7�

612 スーパーアキラ 牡5栗 57 江田 照男井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 B518－ 41：12．1� 2．8�
510 アルベルティーヌ 牝5黒鹿55 横山 武史村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 450＋ 41：12．2クビ 3．9�
815 シルバーストーン 牡6芦 57 内田 博幸峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 518＋ 41：12．51� 40．0�
714 ソ ラ ン 牡3黒鹿56 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 B532＋ 6 〃 ハナ 12．8�
816 ゴールドパッキャオ 牡5栗 57 横山 和生増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B478＋ 41：12．71 26．4�
611 ト ッ カ ー タ 牡5黒鹿57 柴田 大知門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 8 〃 アタマ 135．3	
713 ダウンタウンプリマ 牝4栗 55 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 468＋ 2 〃 同着 48．5

23 ノボベイビー 牡5栗 57

54 ▲小林 凌大�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 490± 0 〃 ハナ 31．5�
35 ジャパンスウェプト 牡4芦 57 北村 宏司新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 ハナ 31．9
48 カシマフウリン 牝5栗 55 西田雄一郎松浦 一久氏 加藤士津八 新ひだか 金舛 幸夫 B504－ 4 〃 クビ 65．4�
11 ブラックアウト 牡4黒鹿57 木幡 巧也 �エクワインレーシング 岩戸 孝樹 新冠 安達 洋生 484＋ 21：12．91	 51．6�
12 タツオウカランブ 牝5栗 55 武士沢友治鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 516＋161：13．11 477．7�
59 トモジャスティス 牡5黒鹿57 石川裕紀人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 514＋ 61：13．31
 179．6�
47 サ ノ マ ナ 牝3栗 54

51 ▲原 優介佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 458＋ 41：13．72
 10．7�
36 ギ ン ゴ ー 牡7鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B502＋ 21：13．8クビ 159．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，673，600円 複勝： 60，418，000円 枠連： 16，782，200円
馬連： 92，159，500円 馬単： 36，064，000円 ワイド： 67，802，600円
3連複： 130，805，300円 3連単： 148，430，700円 計： 597，135，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 120円 � 150円 枠 連（2－6） 650円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 280円 �� 380円 �� 230円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 5，240円

票 数

単勝票数 計 446736 的中 � 95030（2番人気）
複勝票数 計 604180 的中 � 99952（2番人気）� 142604（1番人気）� 99738（3番人気）
枠連票数 計 167822 的中 （2－6） 20530（2番人気）
馬連票数 計 921595 的中 �� 112028（2番人気）
馬単票数 計 360640 的中 �� 23293（3番人気）
ワイド票数 計 678026 的中 �� 63129（2番人気）�� 42414（3番人気）�� 82453（1番人気）
3連複票数 計1308053 的中 ��� 114169（1番人気）
3連単票数 計1484307 的中 ��� 22648（4番人気）

ハロンタイム 11．6―10．5―11．3―12．4―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．1―33．4―45．8―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノコトダマ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．16 東京2着

2016．3．28生 牡4栗 母 ニシノミラクル 母母 アラビックソング 17戦3勝 賞金 50，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エターナルダイヤ号・サンマルベスト号・ジュンパッション号・ナイスドゥ号



3306912月20日 晴 良 （2中山5） 第6日 第9競走 ��
��2，400�

か と り

香 取 特 別
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55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

66 キタノヴィジョン 牡3鹿 55 三浦 皇成北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 492＋ 82：37．9 1．7�
79 リュードマン 牡3黒鹿55 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 青森 風ノ丘ファーム B480＋ 62：38．32� 5．7�
78 メイショウオオタカ 牡4鹿 57 石川裕紀人松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 502＋ 6 〃 アタマ 10．4�
44 エコロドリーム 牡4栗 57 木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 478＋ 42：38．83 60．7�
11 フ ロ ー リ ン 牡5栗 57 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 42：39．12 6．3�
33 リ ヴ ィ エ ラ 牡4鹿 57 内田 博幸 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B510－ 62：39．73� 54．8	
810 フーズサイド 牡4黒鹿57 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 508－ 2 〃 アタマ 17．0

67 スタンサンセイ 牡4鹿 57 北村 宏司吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 540＋ 62：40．12� 65．6�
55 ミラクルヒッター 牡5芦 57 丹内 祐次丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム B494± 02：40．3	 187．2�
811 ヒッチコック 牡4芦 57 丸山 元気薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 510＋102：41．25 12．5
22 リキサンダイオー 牡7黒鹿57 横山 和生 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 462＋ 42：43．0大差 20．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，118，600円 複勝： 84，618，600円 枠連： 19，805，400円
馬連： 96，723，400円 馬単： 52，356，000円 ワイド： 68，099，400円
3連複： 137，509，000円 3連単： 240，647，400円 計： 744，877，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 210円 枠 連（6－7） 300円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 240円 �� 350円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 3，340円

票 数

単勝票数 計 451186 的中 � 209480（1番人気）
複勝票数 計 846186 的中 � 410937（1番人気）� 106480（2番人気）� 53661（4番人気）
枠連票数 計 198054 的中 （6－7） 52233（1番人気）
馬連票数 計 967234 的中 �� 152456（2番人気）
馬単票数 計 523560 的中 �� 62365（2番人気）
ワイド票数 計 680994 的中 �� 83049（2番人気）�� 50706（3番人気）�� 24021（8番人気）
3連複票数 計1375090 的中 ��� 85448（3番人気）
3連単票数 計2406474 的中 ��� 57542（3番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．6―13．1―13．2―14．0―14．0―13．2―12．7―12．8―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．0―38．6―51．7―1：04．9―1：18．9―1：32．9―1：46．1―1：58．8―2：11．6―2：24．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キタノヴィジョン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．3．14 中山1着

2017．5．11生 牡3鹿 母 グリーンオリーヴ 母母 メイシヨウスキー 7戦3勝 賞金 41，841，000円

3307012月20日 晴 良 （2中山5） 第6日 第10競走 ��
��1，200�

なんそう

南総ステークス
発走14時40分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

713� サンノゼテソーロ 牡4芦 54 江田 照男了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 米

Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

B464＋121：09．5 45．5�
11 ニシノドレッシー 牝4鹿 52 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 462＋22 〃 ハナ 12．4�
23 アヌラーダプラ 牝3鹿 53 横山 武史 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 466± 01：09．92� 4．0�
35 コロラトゥーレ 牝6鹿 52 嶋田 純次廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 476＋12 〃 クビ 197．2�
714 ショウナンマッシブ 牡6鹿 54 武藤 雅国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 484＋141：10．1	 96．2	
612 ナンヨーアミーコ 
7栗 55 三浦 皇成中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 432＋ 2 〃 ハナ 18．1

47 アルミューテン 牝6栗 52 柴田 大知伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 500－ 2 〃 ハナ 34．1�
816 フ レ ッ チ ア 牡5青鹿57 田辺 裕信�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498± 0 〃 ハナ 3．1�
48 スワーヴアーサー 牡7鹿 53 北村 宏司�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 494＋10 〃 クビ 69．4
611 グッドジュエリー 牝5芦 53 木幡 巧也長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 470＋ 21：10．2	 19．6�
815 アテンフラワー 牝5青鹿52 石川裕紀人�マークス 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 480± 01：10．3クビ 97．6�
510 メイショウカリン 牝6鹿 53 丸山 元気松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 516＋12 〃 アタマ 18．0�
24 ショウナンタイガ 牡4鹿 54 吉田 豊国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 480－ 6 〃 クビ 123．1�
12 イ オ ラ ニ 
9黒鹿52 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 81：10．5	 189．8�
36 トロワマルス 牝3鹿 52 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 470＋ 61：10．92� 7．8�
59 スギノヴォルケーノ 牡4鹿 56 石橋 脩杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 494－ 2 （競走中止） 4．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，657，200円 複勝： 89，921，300円 枠連： 27，902，000円
馬連： 146，481，300円 馬単： 59，548，200円 ワイド： 103，935，900円
3連複： 239，417，900円 3連単： 265，998，100円 計： 990，861，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，550円 複 勝 � 1，220円 � 390円 � 200円 枠 連（1－7） 16，630円

馬 連 �� 35，840円 馬 単 �� 82，560円

ワ イ ド �� 9，000円 �� 2，780円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 37，910円 3 連 単 ��� 453，720円

票 数

単勝票数 計 576572 的中 � 10129（10番人気）
複勝票数 計 899213 的中 � 15924（10番人気）� 58315（5番人気）� 144057（3番人気）
枠連票数 計 279020 的中 （1－7） 1342（31番人気）
馬連票数 計1464813 的中 �� 3269（58番人気）
馬単票数 計 595482 的中 �� 577（122番人気）
ワイド票数 計1039359 的中 �� 2994（56番人気）�� 9867（31番人気）�� 24450（13番人気）
3連複票数 計2394179 的中 ��� 5052（93番人気）
3連単票数 計2659981 的中 ��� 469（854番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．1―11．8―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．6―45．4―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．9
3 ・（6，7）16（1，3，5）（13，15）－（4，10）11（8，14）－2，12 4 ・（6，7）16（1，3）5，13，15（10，11，14）（4，8）2，12

勝馬の
紹 介

�サンノゼテソーロ �
�
父 The Factor �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2019．3．16 中京1着

2016．4．5生 牡4芦 母 Cabaret Starlet 母母 Kalosca 15戦4勝 賞金 58，584，000円
〔競走中止〕 スギノヴォルケーノ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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） 5頭 クインズチャパラ号・シュエットヌーベル号・ダイトウキョウ号・デルマカトリーナ号・マルカテノール号



3307112月20日 晴 良 （2中山5） 第6日 第11競走 ��
��1，800�ディセンバーステークス（Ｌ）

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

713 トーラスジェミニ 牡4鹿 57 吉田 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 488± 01：49．2 9．3�
11 サトノダムゼル 牝4鹿 54 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 470＋161：49．41	 3．9�
610 ガロアクリーク 牡3鹿 56 田辺 裕信水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 500＋ 21：49．71
 2．3�
34 ホウオウピースフル 牝3栗 53 大野 拓弥小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 494＋10 〃 ハナ 17．6�
22 ウインイクシード 牡6黒鹿57 三浦 皇成�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 498＋ 2 〃 クビ 7．6�
712 マイネルファンロン 牡5青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 4 〃 アタマ 57．0	
23 レッドサイオン �4鹿 56 木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 446－121：50．12� 43．0

35 コスモカレンドゥラ 牡4栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 474＋101：50．31	 13．9�
814 パッシングスルー 牝4鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：50．4クビ 11．1
59 ショウナンライズ 牡7栗 57 武藤 雅国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 478＋ 6 〃 クビ 353．2�
58 マイネルハニー 牡7鹿 58 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 浦河 高昭牧場 492＋101：50．61	 135．2�
46  マウントゴールド 牡7鹿 58 石川裕紀人青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 466＋181：50．81	 67．4�
611 ロシュフォール 牡5黒鹿56 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 518＋ 6 〃 アタマ 21．8�
47 � アポロテネシー 牡5鹿 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

510＋ 21：51．65 177．3�
815 ルミナスウォリアー 牡9鹿 58 武士沢友治中西 功氏 萱野 浩二 安平 ノーザンファーム 474－ 21：52．02� 424．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 104，487，100円 複勝： 120，562，300円 枠連： 53，334，400円
馬連： 304，947，100円 馬単： 123，883，300円 ワイド： 184，177，600円
3連複： 493，585，000円 3連単： 633，380，500円 計： 2，018，357，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 270円 � 150円 � 120円 枠 連（1－7） 1，910円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 810円 �� 520円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 19，680円

票 数

単勝票数 計1044871 的中 � 89162（4番人気）
複勝票数 計1205623 的中 � 80971（6番人気）� 216058（2番人気）� 323838（1番人気）
枠連票数 計 533344 的中 （1－7） 22305（8番人気）
馬連票数 計3049471 的中 �� 97428（8番人気）
馬単票数 計1238833 的中 �� 16597（19番人気）
ワイド票数 計1841776 的中 �� 53927（8番人気）�� 88534（4番人気）�� 205604（1番人気）
3連複票数 計4935850 的中 ��� 202723（2番人気）
3連単票数 計6333805 的中 ��� 25740（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―37．5―49．5―1：01．3―1：13．2―1：25．0―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0
1
3
13，9（1，7，12）8（2，6）10，3，14，4，5－11，15
13，9，12（1，8）7，2（6，10）3，14，4，5－（11，15）

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

勝馬の
紹 介

トーラスジェミニ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．1 福島9着

2016．4．30生 牡4鹿 母 エリモエトワール 母母 ステラーオデッセイ 24戦6勝 賞金 117，601，000円
〔騎手変更〕 サトノダムゼル号の騎手石橋脩は，第10競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
※サトノダムゼル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3307212月20日 晴 良 （2中山5） 第6日 第12競走 ��
��1，600�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
1：30．3
1：30．3

良
良

713 レッドクレオス 牡4栗 57 横山 武史 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：35．9 3．4�
816 シュバルツボンバー �5鹿 57 江田 照男岡田 壮史氏 本間 忍 安平 ノーザンファーム 522＋18 〃 ハナ 87．0�
24 ウインメルシー 牝4鹿 55 田辺 裕信�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 472－ 2 〃 クビ 6．6�
35 グ ル ア ー ブ 牝3鹿 54 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 436＋121：36．0アタマ 49．2�
36 フォースオブウィル 牡3栗 56 北村 宏司柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 458－ 2 〃 	 4．8�
612 テンワールドレイナ 牝5栗 55 大野 拓弥天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 ハナ 34．7	
815 エメラルスター 牡6黒鹿57 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 466－ 41：36．1クビ 30．8

48 エンジェルカナ 牝4栗 55

52 ▲原 優介 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 21：36．2
 121．6�
714 コスモヨハネ 牡8栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 502＋ 4 〃 ハナ 65．5
510 スペキュラース 牝4黒鹿55 木幡 巧也 �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 474＋ 61：36．3クビ 46．5�
59 レッドイリーゼ 牝5青鹿55 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 468－ 21：36．4	 22．3�
23 リンシャンカイホウ �5鹿 57

56 ☆木幡 育也�三嶋牧場 田中 剛 新冠 パカパカ
ファーム B452± 0 〃 クビ 102．5�

611 ゴルトベルク 牝3黒鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 428＋ 61：36．5クビ 3．2�
47 ロジスカーレット 牡5鹿 57 武藤 雅久米田正明氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 452＋ 81：36．6
 97．1�
12 ソ ス ピ タ 牝3芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 442－ 4 〃 クビ 14．5�
11 ラ ン パ ク 牡5芦 57 横山 和生一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 502＋ 21：36．7クビ 45．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，797，800円 複勝： 117，530，400円 枠連： 39，843，600円
馬連： 193，734，100円 馬単： 79，707，200円 ワイド： 149，579，800円
3連複： 313，134，500円 3連単： 380，781，300円 計： 1，363，108，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 1，790円 � 270円 枠 連（7－8） 2，270円

馬 連 �� 22，260円 馬 単 �� 30，740円

ワ イ ド �� 6，080円 �� 740円 �� 11，960円

3 連 複 ��� 58，080円 3 連 単 ��� 346，160円

票 数

単勝票数 計 887978 的中 � 208913（2番人気）
複勝票数 計1175304 的中 � 270277（1番人気）� 12187（14番人気）� 108224（4番人気）
枠連票数 計 398436 的中 （7－8） 13999（11番人気）
馬連票数 計1937341 的中 �� 6961（45番人気）
馬単票数 計 797072 的中 �� 2074（72番人気）
ワイド票数 計1495798 的中 �� 6348（47番人気）�� 56894（5番人気）�� 3206（74番人気）
3連複票数 計3131345 的中 ��� 4313（131番人気）
3連単票数 計3807813 的中 ��� 880（707番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―11．9―12．0―12．3―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．6―46．5―58．5―1：10．8―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．4―3F37．4

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

勝馬の
紹 介

レッドクレオス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Selkirk デビュー 2019．4．20 東京12着

2016．2．7生 牡4栗 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 13戦3勝 賞金 43，150，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トモジャファイブ号

３レース目



（2中山5）第6日 12月20日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 186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

234，100，000円
3，020，000円
29，550，000円
1，350，000円
27，210，000円
79，847，500円
5，115，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
617，547，300円
897，655，200円
258，335，600円
1，277，331，400円
557，243，600円
967，852，500円
2，010，051，700円
2，408，358，700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 8，994，376，000円

総入場人員 2，681名 （有料入場人員 2，386名）
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