
3307312月26日 晴 良 （2中山5） 第7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

713 スイートクラウン 牝2鹿 54 横山 典弘シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 472－ 41：12．8 9．8�
612 ボイラーハウス 牡2鹿 55 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 500＋ 41：13．22 3．7�
510 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± 01：13．41� 4．1�
24 スイートナイト 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 454－ 41：13．5クビ 87．5�
23 クレールフォルム 牝2栗 54 武藤 雅 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム 482＋ 61：13．6� 19．5	
59 カツノサンキュウ 牡2鹿 55 三浦 皇成聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 462－ 2 〃 アタマ 4．1

611 クレイジーリッチ 牡2栗 55 武士沢友治江川 伸夫氏 小手川 準 浦河 信岡牧場 486＋ 81：13．81 15．0�
815 ヴァルプルギス 牡2鹿 55 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム B458＋101：14．01� 43．7�
11 カンタベリーマッハ 牡2鹿 55 伴 啓太峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 508＋ 81：14．21	 29．0
36 ハ テ ン コ ウ 牡2栗 55 横山 和生村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 シグラップファーム 434± 0 〃 ハナ 194．9�
714 ドバイウィンド 牡2鹿 55

53 △山田 敬士日下 幸徳氏 鈴木 伸尋 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 482－ 21：14．3� 185．5�

47 イタリアンゴールド 牡2栗 55
52 ▲小林 凌大増田 和啓氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム B442＋181：14．61� 80．3�

35 オープンワールド 牡2青鹿55 吉田 豊�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 472＋ 21：14．7� 37．8�
816 デ ク ラ ー ク 牡2鹿 55 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 プログレスファーム 454＋ 21：15．23 23．9�
48 オオシマサフィール 牝2栗 54 丸山 元気�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 446＋ 21：15．94 42．7�
12 スイートフィル 牝2芦 54 柴田 大知シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 452± 0 （競走中止） 9．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，355，900円 複勝： 79，467，100円 枠連： 16，472，900円
馬連： 88，200，100円 馬単： 36，828，400円 ワイド： 80，251，800円
3連複： 140，285，900円 3連単： 134，088，100円 計： 620，950，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 300円 � 130円 � 150円 枠 連（6－7） 1，770円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 750円 �� 890円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 19，810円

票 数

単勝票数 計 453559 的中 � 37014（5番人気）
複勝票数 計 794671 的中 � 47981（5番人気）� 186038（1番人気）� 153240（2番人気）
枠連票数 計 164729 的中 （6－7） 7179（8番人気）
馬連票数 計 882001 的中 �� 33998（5番人気）
馬単票数 計 368284 的中 �� 5649（13番人気）
ワイド票数 計 802518 的中 �� 26076（5番人気）�� 21727（9番人気）�� 67750（2番人気）
3連複票数 計1402859 的中 ��� 48681（2番人気）
3連単票数 計1340881 的中 ��� 4906（45番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．7―12．3―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．5―46．8―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートクラウン �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2020．12．5 中山5着

2018．3．2生 牝2鹿 母 キャプテンガール 母母 ツーツーエイプリル 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔競走中止〕 スイートフィル号は，発走直後にバランスをくずし，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グランディス号・クリスタルスワン号・ヒカルマドンナ号
（非抽選馬） 3頭 ウインアルバローズ号・ノーマロエア号・リカバリーショット号

3307412月26日 晴 良 （2中山5） 第7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

12 セ ル ヴ ァ ン 牡2鹿 55 川田 将雅 �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 472＋ 81：58．4 3．4�

24 ロイヤルダンス 牡2青鹿55 伊藤 工真上野 直樹氏 林 徹 新冠 山岡ファーム 492＋14 〃 クビ 3．2�
11 アラゴナイト 牝2黒鹿54 杉原 誠人重松 國建氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 436± 01：58．5クビ 13．5�
47 トーセンエディ 牡2黒鹿55 横山 和生島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 548＋10 〃 ハナ 6．2�
714 カ キ エ モ ン 牡2鹿 55 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 448＋ 21：59．35 46．4	
816 モーリスシチー 牡2栗 55 野中悠太郎 
友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか カタオカフアーム 482－ 21：59．4� 4．1�
815 エクレウステソーロ 牡2青鹿55 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス
 稲垣 幸雄 新ひだか タガミファーム 446－121：59．5� 90．0�
36 ビ ギ ニ ン グ 牝2栗 54

53 ☆菊沢 一樹手嶋 康雄氏 小手川 準 浦河 小島牧場 426＋ 41：59．82 32．7
510 テイエムユキマイ 牝2芦 54 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 熊谷 武 432± 01：59．9� 76．8�
612 オジョウサン 牝2栗 54 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 Wing Farm 454－182：00．11� 37．4�
48 ウインプロスト 牡2鹿 55 丹内 祐次
ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B474－ 22：00．41� 33．6�
35 シゲルカンリショク 牝2栗 54 北村 宏司森中 蕃氏 田中 清隆 新冠 中央牧場 538± 02：00．5� 219．0�
611 エドノレジェンド 牡2鹿 55 的場 勇人遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 476± 02：00．71� 135．1�
23 イフェスティオ 牡2青鹿55 大野 拓弥高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 480＋102：00．8アタマ 101．7�
713 ノーデザイア 牝2栗 54 武藤 雅 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 久保田貴士 新ひだか 橋本牧場 448± 02：01．54 48．6�
59 カムバルアタ 牡2芦 55 勝浦 正樹岸本 英文氏 石毛 善彦 新ひだか 前谷 武志 534＋202：04．6大差 163．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，451，300円 複勝： 63，392，800円 枠連： 12，926，900円
馬連： 73，628，300円 馬単： 30，754，200円 ワイド： 59，674，100円
3連複： 104，577，500円 3連単： 109，697，300円 計： 496，102，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 130円 � 200円 枠 連（1－2） 540円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 310円 �� 490円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 9，320円

票 数

単勝票数 計 414513 的中 � 96376（2番人気）
複勝票数 計 633928 的中 � 129934（2番人気）� 138759（1番人気）� 62798（5番人気）
枠連票数 計 129269 的中 （1－2） 18454（1番人気）
馬連票数 計 736283 的中 �� 80456（2番人気）
馬単票数 計 307542 的中 �� 15074（4番人気）
ワイド票数 計 596741 的中 �� 52690（1番人気）�� 30211（7番人気）�� 20185（8番人気）
3連複票数 計1045775 的中 ��� 38156（5番人気）
3連単票数 計1096973 的中 ��� 8531（25番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．7―14．0―13．3―13．4―13．4―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―38．3―52．3―1：05．6―1：19．0―1：32．4―1：45．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セ ル ヴ ァ ン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．9．27 中山6着

2018．4．8生 牡2鹿 母 メルヴェイユドール 母母 ゴールデンサッシュ 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カムバルアタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月26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） 1頭 ヒロヘヴン号
（非抽選馬） 1頭 ソーラーストーム号

第５回 中山競馬 第７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



3307512月26日 晴 良 （2中山5） 第7日 第3競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走10時40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

47 タイムトゥヘヴン 牡2鹿 55 北村 友一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 476± 02：03．0 7．5�
35 ロックオブエイジズ 牡2栗 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 530＋ 22：04．48 2．6�
611 タイセイコマンド 牡2鹿 55 石橋 脩田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B486＋ 22：04．5� 7．5�
510 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 484－ 22：04．71 54．2�
816 マイネルスキーブ 牡2芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 4 〃 クビ 65．1�
612 ピュアブラッド 牡2鹿 55 吉田 隼人�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 82：04．8� 60．3	
24 � ルミナスゲート 牡2鹿 55 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 愛 Miss Elaine

Marie Smith 484＋102：04．9� 38．1

11 アウトストラーダ 牡2鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 496± 02：05．0	 3．9�
818 ケンアンビシャス 牡2黒鹿55 武藤 雅中西 健氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 480＋ 82：05．1アタマ 79．1
713 スマイルパワー 牡2芦 55

54 ☆菊沢 一樹馬目 卓氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 428－12 〃 クビ 475．9�
714 ホウオウルバン 牡2黒鹿55 三浦 皇成小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 520＋ 4 〃 アタマ 37．9�
12 フォクシーレディ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 442± 02：05．2� 10．6�
48 オブデュモンド 牡2黒鹿55 戸崎 圭太多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 北星村田牧場 520＋ 4 〃 クビ 11．5�
59 トーセンユーリ 牡2鹿 55 横山 和生島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋162：05．3� 142．6�
23 イサチルプリンス 牡2黒鹿55 江田 照男小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 482＋162：05．51 31．7�
715 マ ミ リ ア ス 牡2青鹿 55

53 ◇藤田菜七子広尾レース� 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 474＋ 42：05．71� 111．9�
36 シックセーラー 牝2栗 54 横山 武史 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 424＋ 22：06．76 121．2�
817 グラストルファン 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大半沢� 菊川 正達 新ひだか 松田牧場 474＋102：10．3大差 548．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 53，964，700円 複勝： 93，051，500円 枠連： 16，852，600円
馬連： 85，071，300円 馬単： 36，107，900円 ワイド： 76，113，100円
3連複： 124，047，200円 3連単： 134，661，500円 計： 619，869，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 190円 � 140円 � 180円 枠 連（3－4） 690円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 480円 �� 660円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 13，170円

票 数

単勝票数 計 539647 的中 � 57271（3番人気）
複勝票数 計 930515 的中 � 110588（4番人気）� 211984（1番人気）� 121539（3番人気）
枠連票数 計 168526 的中 （3－4） 18782（3番人気）
馬連票数 計 850713 的中 �� 64841（2番人気）
馬単票数 計 361079 的中 �� 9899（6番人気）
ワイド票数 計 761131 的中 �� 40997（4番人気）�� 28368（8番人気）�� 48042（2番人気）
3連複票数 計1240472 的中 ��� 41663（4番人気）
3連単票数 計1346615 的中 ��� 7411（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．6―49．4―1：02．0―1：13．9―1：25．8―1：38．4―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F37．2
1
3

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

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

タイムトゥヘヴン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2020．11．14 東京4着

2018．2．3生 牡2鹿 母 キストゥヘヴン 母母 ロングバージン 3戦1勝 賞金 6，970，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラストルファン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月26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 ベルニアイニキテ号・ロングラン号

3307612月26日 晴 良 （2中山5） 第7日 第4競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時10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

47 ラフストリーム 牡2鹿 55 大野 拓弥牧埜 幸一氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 532＋ 61：56．6 5．6�
35 タイセイスラッガー 牡2鹿 55 戸崎 圭太田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム 524＋ 41：56．92 2．8�
510 ターニングアップ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新冠 中本 隆志 456± 01：57．1� 8．9�
611 サプライズビュー 牡2鹿 55 田中 勝春 �CHEVAL AT-

TACHE 栗田 徹 新ひだか 田中 春美 502± 01：57．2� 4．7�
612 トロワエスポワール 牡2鹿 55 C．ルメール 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450＋ 61：58．910 4．9	
36 トーセンマルコ 牡2青鹿55 丸田 恭介島川 
哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 466± 01：59．53� 10．4�
713 チェリーピッキング 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大古賀 慎一氏 尾形 和幸 安平 ゼットステーブル 408＋ 82：00．13� 352．4�
815 カフェリリー 牝2芦 54

52 △山田 敬士西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 500＋ 2 〃 アタマ 167．6
59 プリンスカノン 牡2黒鹿55 黛 弘人中地賢次郎氏 田島 俊明 新冠 佐藤牧場 478－ 42：00．2� 150．5�
816 ミスジョーダン 牝2栗 54 勝浦 正樹田島榮二郎氏 小西 一男 日高 坂 牧場 458± 0 〃 アタマ 603．2�
24 トーセンアレックス 牡2青鹿55 丹内 祐次島川 
哉氏 尾形 和幸 日高 有限会社 エ

スティファーム 460± 0 〃 ハナ 26．7�
11 センドハーマイラブ 牝2鹿 54 的場 勇人道場 宏氏 的場 均 浦河 辻 牧場 446＋ 62：00．51� 202．7�
48 キタノウズシオ 牡2鹿 55 野中悠太郎北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 三石川上牧場 B508＋ 42：00．6� 421．6�
23 ジランドール 牡2鹿 55 江田 照男長谷川祐司氏 加藤 征弘 新ひだか チャンピオンズファーム B518＋162：00．7� 133．8�
714 マイスターハント 牡2黒鹿55 坂井 瑠星ライオンレースホース� 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 508－ 22：01．44 86．0�
12 ブライテストダーク 牡2栗 55 嘉藤 貴行小田 吉男氏 岩戸 孝樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 22：01．5� 56．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，178，500円 複勝： 80，722，300円 枠連： 16，497，000円
馬連： 85，151，200円 馬単： 38，183，200円 ワイド： 69，025，200円
3連複： 122，229，300円 3連単： 144，972，100円 計： 612，958，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 130円 � 220円 枠 連（3－4） 970円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，010円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 15，270円

票 数

単勝票数 計 561785 的中 � 79102（4番人気）
複勝票数 計 807223 的中 � 81212（5番人気）� 214083（1番人気）� 81873（4番人気）
枠連票数 計 164970 的中 （3－4） 13081（4番人気）
馬連票数 計 851512 的中 �� 59122（4番人気）
馬単票数 計 381832 的中 �� 11280（10番人気）
ワイド票数 計 690252 的中 �� 38671（6番人気）�� 16296（15番人気）�� 43790（3番人気）
3連複票数 計1222293 的中 ��� 30964（12番人気）
3連単票数 計1449721 的中 ��� 6881（54番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．8―13．9―13．1―13．1―12．8―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．6―52．5―1：05．6―1：18．7―1：31．5―1：43．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．9
1
3
・（5，7）10，1（3，11）（2，8，12，16）6（4，14）（9，13，15）・（5，7，10）11（1，3，12，16）2（6，8）14（9，4）（13，15）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラフストリーム �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2020．12．6 中山7着

2018．3．1生 牡2鹿 母 エ ジ ル 母母 One West 2戦1勝 賞金 5，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アトラスエース号・ゲームアプレット号・ディヴァインギフト号
（非抽選馬） 5頭 ケイツーディナール号・サノノバーディ号・ハンデンキング号・フレーゲル号・フローズンカクテル号



3307712月26日 晴 良 （2中山5） 第7日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時00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 � ジャズエチュード 牝2鹿 51 石川裕紀人吉田 和子氏 黒岩 陽一 豪 Morning
Rise Stud 486 ―1：36．2 5．1�

816� バラードインミラノ 牡2黒鹿55 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 伊
Colombo Carlo and Rz
Vedano Di Litta Modig-
nani Picozzi Alfonso

420 ―1：36．41� 3．3�
611 シャイニングマーズ 牡2鹿 55 津村 明秀畑佐 博氏 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 496 ―1：37．57 7．6�
48 レ ナ ー ナ 牝2鹿 54 石橋 脩�フクキタル 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム 522 ―1：37．6	 22．5�
612 コスモセレナ 牡2青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新ひだか タツヤファーム 474 ―1：37．7
 7．1	
35 サンヴィセンテ 牝2鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 442 ―1：38．23 5．8

24 スマートラン 牝2青鹿54 野中悠太郎田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 秋場牧場 424 ― 〃 クビ 138．6�
11 マイネルシェルム 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 500 ―1：38．3
 33．1�
23 ピュアマジョリック 牝2鹿 54 横山 武史�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 446 ―1：38．51� 13．8
713 アリストヴェール 牝2鹿 54 木幡 巧也�前田ファーム 高柳 瑞樹 新ひだか 前田ファーム 406 ―1：38．71 216．3�
714 キタノサスピション 牝2芦 54 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 村上 雅規 436 ―1：38．8	 57．5�
59 クロステイア 牝2栗 54 吉田 豊河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 404 ―1：39．33 127．0�
510 ミトグラフィア 牝2鹿 54 横山 和生�G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 406 ―1：39．4
 12．1�
36 リターンオブクイン 牝2鹿 54 木幡 初也飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 408 ―1：39．6	 142．1�
12 ブッシュドノエル 牝2栗 54 嶋田 純次青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 404 ―1：40．13
 25．1�
815 ボールドリーチ 牡2鹿 55 黛 弘人増田 陽一氏 中野 栄治 新ひだか 米田 和子 478 ―1：40．63 241．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，072，800円 複勝： 62，072，600円 枠連： 16，647，900円
馬連： 72，785，200円 馬単： 30，771，200円 ワイド： 60，222，600円
3連複： 99，123，800円 3連単： 101，860，800円 計： 490，556，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 160円 � 230円 枠 連（4－8） 780円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 430円 �� 920円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 12，540円

票 数

単勝票数 計 470728 的中 � 72937（2番人気）
複勝票数 計 620726 的中 � 88214（4番人気）� 114777（1番人気）� 60896（5番人気）
枠連票数 計 166479 的中 （4－8） 16399（3番人気）
馬連票数 計 727852 的中 �� 57368（1番人気）
馬単票数 計 307712 的中 �� 12248（2番人気）
ワイド票数 計 602226 的中 �� 38381（1番人気）�� 16203（12番人気）�� 19152（8番人気）
3連複票数 計 991238 的中 ��� 23699（5番人気）
3連単票数 計1018608 的中 ��� 5886（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．0―48．1―1：00．3―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4F48．1―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

�ジャズエチュード �
�
父 I Am Invincible �

�
母父 Fastnet Rock 初出走

2018．10．1生 牝2鹿 母 Mumbai Rock 母母 Mani Bhavan 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時01分に変更。
〔制裁〕 バラードインミラノ号の騎手M．デムーロは，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 アポロハクジャ号・イトザクラ号・インディペンデント号・ヴァルキリードレス号・エラディケイター号・

キタノリューオー号・ギャラントマナー号・ジョセイカツヤク号・スズノアリー号・スマイルチェンジ号・
ドクタースキル号・ナムラトルフィン号・ホウオウラフィット号・ヤマニンムジカ号・ルージュフェリーク号・
レッジャードロ号

3307812月26日 晴 良 （2中山5） 第7日 第6競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時30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

47 メテオダヴリル 牝2鹿 54 三浦 皇成�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 492 ―1：56．7 6．8�

713 コスモノアゼット 牡2鹿 55 丹内 祐次 �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 490 ―1：57．12� 3．6�
35 ウエスタンスパーダ 牡2黒鹿55 石橋 脩西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 508 ―1：57．31� 33．8�
815 ワカミヤクオーレ 牡2鹿 55 内田 博幸芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 新冠 スカイビーチステーブル 502 ―1：57．51� 7．3�
712 ア ン シ ャ セ 牡2黒鹿55 大野 拓弥島川 利子氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 532 ―1：58．67 60．5�
59 アミラルレジェンド 牡2黒鹿55 C．ルメール 吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 510 ―1：58．81� 5．6	
46 キャラクターピース 牝2栗 54 石川裕紀人�日東牧場 稲垣 幸雄 浦河 日東牧場 438 ―1：59．86 120．1

23 ライントリガー 牡2栗 55 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 568 ―1：59．9� 65．2�
611 グランドライズ 牡2黒鹿55 野中悠太郎田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 482 ―2：00．0クビ 38．7�
11 タ カ ハ ギ 牝2黒鹿54 吉田 豊髙岸 順一氏 高橋 文雅 浦河 高岸 順一 476 ―2：00．1� 41．2
22 エクレルシー 牡2黒鹿55 武 豊�ノースヒルズ 栗田 徹 浦河 高野牧場 472 ―2：00．3� 3．2�
610 グラッドビート 牡2黒鹿55 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 日高 戸川牧場 532 ―2：01．15 85．0�
58 サクラレガッタ 牡2黒鹿55 吉田 隼人�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 484 ―2：02．69 18．0�
814 シルバーテゾロ 牡2鹿 55 宮崎 北斗クラム 伊坂 重信 日高 山田 政宏 422 ―2：03．45 149．4�
34 テイエムキングマン 牡2栗 55

54 ☆菊沢 一樹竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム
牧場株式会社 480 ―2：06．0大差 104．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，144，000円 複勝： 63，927，700円 枠連： 13，061，000円
馬連： 70，015，600円 馬単： 31，268，400円 ワイド： 58，831，100円
3連複： 94，311，700円 3連単： 108，099，600円 計： 484，659，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 210円 � 150円 � 670円 枠 連（4－7） 1，230円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，600円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 13，230円 3 連 単 ��� 69，350円

票 数

単勝票数 計 451440 的中 � 52819（4番人気）
複勝票数 計 639277 的中 � 82138（4番人気）� 136962（1番人気）� 17973（8番人気）
枠連票数 計 130610 的中 （4－7） 8195（7番人気）
馬連票数 計 700156 的中 �� 41410（6番人気）
馬単票数 計 312684 的中 �� 8051（14番人気）
ワイド票数 計 588311 的中 �� 29354（5番人気）�� 5562（27番人気）�� 8255（18番人気）
3連複票数 計 943117 的中 ��� 5345（40番人気）
3連単票数 計1080996 的中 ��� 1130（196番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．9―13．7―13．2―12．9―13．2―13．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．4―51．1―1：04．3―1：17．2―1：30．4―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―3F39．5
1
3
・（5，6）15（8，13）（9，10，14）2（3，12，11）－1，7＝4・（5，6，15）13（8，9）（12，10）3（2，7）（1，11）14＝4

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

勝馬の
紹 介

メテオダヴリル �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 コ マ ン ズ 初出走

2018．4．25生 牝2鹿 母 グッドイヴニング 母母 イブニングアフェア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルバーテゾロ号・テイエムキングマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

1月26日まで平地競走に出走できない。



3307912月26日 晴 良 （2中山5） 第7日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時00分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

713 ココロノイコロ 牡5黒鹿 57
56 ☆菊沢 一樹海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 446＋ 41：12．7 13．9�

611� ラフィンクロンヌ 牝3栗 54
52 ◇藤田菜七子伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 470＋ 41：12．8� 3．1�
612 ディスモーメント 牡4黒鹿57 杉原 誠人大塚 亮一氏 宮田 敬介 浦河 杵臼牧場 528＋ 4 〃 アタマ 62．2�
35 ネオレインボウ �4鹿 57

54 ▲小林 凌大西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 492± 01：12．9クビ 9．5�
815� ジューンマウス 牡3栗 56 原田 和真吉川 潤氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 466＋ 51：13．11	 314．6�
11 ダンシングサンダー 牡3栗 56 三浦 皇成永井商事� 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 484－ 21：13．2クビ 5．1	
24 グラドゥアーレ 牡6栗 57 丸山 元気 
シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 ハナ 10．9�
816 シアトルトウショウ 牝5青鹿55 戸崎 圭太トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 494＋ 2 〃 クビ 5．8�
12 ク ロ ッ チ �3黒鹿56 大野 拓弥 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 450－ 41：13．3クビ 10．2
714� コスモクウェンチ 牡6鹿 57

55 △山田 敬士Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 500－ 2 〃 クビ 46．2�
59 コングールテソーロ 牡4鹿 57 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 484＋ 41：13．51
 13．7�
510 ヨシオドライヴ 牡3黒鹿56 江田 照男井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 520＋201：13．71
 21．9�
47 � センノベステス 牡3栗 56 柴田 大知浅野 正敏氏 南田美知雄 日高 日西牧場 470－151：13．91
 172．6�
48 ヤマタケクララ 牝3黒鹿54 内田 博幸山中 佳代氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 B472± 0 〃 クビ 93．8�
36 ベ ル ポ ー ト 牝4青鹿55 北村 宏司大社 聡氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 462＋ 61：14．21� 66．2�
23 � ツウカイヴィータ 牝3栗 54 石川裕紀人木村 直樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 萩澤 泰博 450－141：14．73 72．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，015，400円 複勝： 92，639，200円 枠連： 20，455，500円
馬連： 105，733，400円 馬単： 42，541，300円 ワイド： 93，561，800円
3連複： 161，083，400円 3連単： 167，020，400円 計： 739，050，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 480円 � 170円 � 1，600円 枠 連（6－7） 1，710円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 5，860円

ワ イ ド �� 860円 �� 13，160円 �� 4，430円

3 連 複 ��� 47，840円 3 連 単 ��� 301，210円

票 数

単勝票数 計 560154 的中 � 32087（8番人気）
複勝票数 計 926392 的中 � 44630（8番人気）� 190373（1番人気）� 11914（12番人気）
枠連票数 計 204555 的中 （6－7） 9265（10番人気）
馬連票数 計1057334 的中 �� 41849（6番人気）
馬単票数 計 425413 的中 �� 5436（20番人気）
ワイド票数 計 935618 的中 �� 29338（8番人気）�� 1775（74番人気）�� 5328（41番人気）
3連複票数 計1610834 的中 ��� 2525（124番人気）
3連単票数 計1670204 的中 ��� 402（768番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．0―12．4―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．4―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ココロノイコロ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．7．15 福島1着

2015．3．15生 牡5黒鹿 母 コペノイコロ 母母 コペルティーナ 30戦2勝 賞金 29，114，000円
※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 セイスケルツォ号・ダイシンウィット号・デルマガーネット号・ナムラアイアイサー号・ライクアジュエリー号

3308012月26日 晴 良 （2中山5） 第7日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走13時30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

36 サンマルベスト 牡4栗 57 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 480＋141：11．8 11．7�

510� レッチェバロック 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 MMM
Stables 490± 01：12．01	 1．9�

815 ノーベルプライズ 牡4黒鹿57 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 514＋ 81：12．1
 7．1�
48 � ジェットマックス 牡3鹿 56 武 豊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 512＋ 8 〃 クビ 12．2�
12 ベイビーボス 牡3鹿 56 石橋 脩酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 466－ 21：12．2クビ 8．4�
24 � リュウノゾロ �3鹿 56 江田 照男蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか へいはた牧場 484＋ 2 〃 クビ 10．9�
47 クリスタルアワード 牝4青鹿55 石川裕紀人 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 450－ 41：12．3アタマ 447．5

35 エターナルダイヤ 牡3栗 56 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 498＋12 〃 アタマ 14．0�
714 ミッキーマインド 牡5鹿 57 津村 明秀野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 464＋ 21：12．4
 20．3�
713 アシャカマキシン 牡4栗 57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 様似 中脇 一幸 482＋ 41：12．71 28．9
59 ポルタメント �4栗 57 吉田 隼人前田 幸治氏 中舘 英二 新ひだか 沼田 照秋 460－ 6 〃 アタマ 87．4�
612 ビートマジック �4黒鹿 57

55 ◇藤田菜七子岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 476＋ 21：13．01 112．0�
611 デルマカルヴァドス 牡5鹿 57 井上 敏樹浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム B510＋12 〃 アタマ 115．7�
11 ナ イ ス ド ゥ 牝5栗 55

52 ▲小林 凌大田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 浦河日成牧場 B446＋ 41：13．1 535．3�
816 ジュンパッション 牡5芦 57 丹内 祐次河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B486＋ 61：13．73
 85．1�
23 アロハブリーズ 牝4栗 55 M．デムーロ�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 488＋141：20．9大差 83．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，102，300円 複勝： 113，770，000円 枠連： 22，081，500円
馬連： 138，387，900円 馬単： 66，937，500円 ワイド： 114，790，300円
3連複： 193，283，100円 3連単： 253，666，200円 計： 982，018，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 190円 � 120円 � 160円 枠 連（3－5） 490円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 410円 �� 720円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 19，760円

票 数

単勝票数 計 791023 的中 � 53662（5番人気）
複勝票数 計1137700 的中 � 123730（3番人気）� 304850（1番人気）� 162087（2番人気）
枠連票数 計 220815 的中 （3－5） 34465（1番人気）
馬連票数 計1383879 的中 �� 118089（2番人気）
馬単票数 計 669375 的中 �� 16178（9番人気）
ワイド票数 計1147903 的中 �� 72989（2番人気）�� 38129（9番人気）�� 82425（1番人気）
3連複票数 計1932831 的中 ��� 68042（1番人気）
3連単票数 計2536662 的中 ��� 9306（47番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―12．0―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．7―45．7―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルベスト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．12．28 中山2着

2016．4．2生 牡4栗 母 ジョウノオーロラ 母母 ミヤビサクラコ 15戦3勝 賞金 39，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アロハブリーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月26日まで平地競

走に出走できない。



3308112月26日 晴 良 （2中山5） 第7日 第9競走 ��
��2，200�

り っ し

立 志 賞
発走14時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000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
2：10．1
2：09．7

良
良

12 ルトロヴァイユ 牝3鹿 53 吉田 豊古川 一弘氏 竹内 正洋 洞�湖 レイクヴィラファーム 478＋ 42：17．6 9．3�
23 マイネルミュトス 牡4青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 4 〃 アタマ 9．2�
35 ビートザウイングス 	3栗 55 武藤 雅 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B480＋ 62：17．7クビ 11．3�
816
 ウインリベルタ 牡4栗 57 戸崎 圭太�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 492＋102：17．8� 31．6�
59 リ ア ム 牡3鹿 55 横山 武史 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム B532＋12 〃 アタマ 6．1	
714 オムニプレゼンス 牝3鹿 53 三浦 皇成ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋142：17．9クビ 28．5

818 ナ ミ ブ 	4鹿 57 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 22：18．11 38．3�
11 ヒューマンコメディ 牝3黒鹿53 M．デムーロ野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 480＋ 42：18．31� 38．7�
611 ワタシヲマッテル 牝5栗 55 吉田 隼人小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 470± 0 〃 アタマ 175．0
817 プ ル ク ラ 牡4栗 57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B476＋102：18．4 10．8�
510 ジューンバラード 牝4青鹿55 武士沢友治吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 436＋ 4 〃 クビ 75．6�
47 マイネルクロンヌ 牡3鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 510－ 22：18．6� 76．8�
24 ミッキーハッスル 	3黒鹿55 大野 拓弥野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 448＋ 6 〃 クビ 13．4�
713 トウカイオルデン 牡5鹿 57 坂井 瑠星内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 478＋142：18．7 127．3�
715 カイザースクルーン 	4芦 57 津村 明秀 �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 488＋ 22：19．12 6．0�
612 ゴ ル コ ン ダ 牡3鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 570＋182：19．52 3．5�
36 
 パラティーノヒル 牝3栗 53 勝浦 正樹Mr．ホース 南田美知雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 396－192：19．71� 287．0�
48 ロ ジ ポ ル カ 牡4栗 57 内田 博幸久米田正明氏 菊沢 隆徳 新冠 村田牧場 486＋162：20．12 193．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 62，623，400円 複勝： 99，653，800円 枠連： 32，101，700円
馬連： 141，297，800円 馬単： 52，611，300円 ワイド： 107，790，700円
3連複： 202，853，100円 3連単： 210，319，300円 計： 909，251，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 310円 � 260円 � 320円 枠 連（1－2） 2，180円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 9，200円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，610円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 9，550円 3 連 単 ��� 67，080円

票 数

単勝票数 計 626234 的中 � 53599（5番人気）
複勝票数 計 996538 的中 � 83888（5番人気）� 103066（4番人気）� 78097（6番人気）
枠連票数 計 321017 的中 （1－2） 11372（10番人気）
馬連票数 計1412978 的中 �� 30598（13番人気）
馬単票数 計 526113 的中 �� 4286（41番人気）
ワイド票数 計1077907 的中 �� 28700（11番人気）�� 17010（22番人気）�� 21946（17番人気）
3連複票数 計2028531 的中 ��� 15927（30番人気）
3連単票数 計2103193 的中 ��� 2273（222番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．0―13．1―13．2―12．7―12．0―12．3―12．3―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．5―37．5―50．6―1：03．8―1：16．5―1：28．5―1：40．8―1：53．1―2：05．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．8
1
3
12，16（2，15）5，6（1，4）7，8（14，17）18（10，3）（11，9）13・（12，16）15（2，5，7）（1，4，6，17，3）14（10，8，18）（11，9）－13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルトロヴァイユ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．6．30 福島3着

2017．2．9生 牝3鹿 母 メジロシャレード 母母 メジロドーベル 11戦2勝 賞金 25，739，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔その他〕 ゴルコンダ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ゴルコンダ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年1月26日まで出走できない。
※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） 2頭 ブラックデビル号・ララロトリー号
（非抽選馬） 3頭 アースブレイブ号・サイモンルグラン号・タイセイモンストル号

3308212月26日 晴 良 （2中山5） 第7日 第10競走
第143回農林水産省賞典

��4，100�中 山 大 障 害（Ｊ・ＧⅠ）
発走14時40分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳61�4歳以上63�，牝馬2�
減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 66，000，000円 26，000，000円 17，000，000円 9，900，000円 6，600，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード4：36．1良

714 メイショウダッサイ 牡7黒鹿63 森 一馬松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 512＋ 44：40．7 1．7�
23 ケンホファヴァルト 牡7鹿 63 熊沢 重文中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 474＋104：41．01� 69．7�
611 タガノエスプレッソ 牡8鹿 63 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456－ 6 〃 クビ 6．2�
612 ブライトクォーツ 牡6鹿 63 西谷 誠 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 478－104：41．31� 4．0�
12 ヒロノタイリク 牡5栗 63 難波 剛健高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 512＋124：41．4� 145．8�
48 フォワードカフェ 牡8黒鹿63 石神 深一西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 536＋ 84：41．82� 15．6	
35 ヒロシゲセブン 牡5鹿 63 高田 潤
岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 530＋ 6 〃 ハナ 19．4�
11 シンキングダンサー �7栗 63 五十嵐雄祐佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 468－ 64：42．0� 18．3�
510 ケイブルグラム �7鹿 63 蓑島 靖典 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B514＋124：43．59 32．6
59 ビッグスモーキー �5鹿 63 植野 貴也 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 540－ 24：43．6� 25．7�
816 スズカデヴィアス 牡9黒鹿63 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B498± 04：44．55 87．2�
713	 セガールフォンテン 牡10栗 63 草野 太郎吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 492－ 64：46．210 473．6�
36 ストレートパンチ 牡4鹿 63 伴 啓太諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 480± 04：57．3大差 268．4�
24 アズマタックン 牡7青鹿63 小坂 忠士東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 510＋ 25：04．0大差 288．3�
47 シゲルピーマン �5鹿 63 大江原 圭森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 神垣 道弘 490＋ 8 （競走中止） 307．5�
815 ナリノレーヴドール 牡5鹿 63 小野寺祐太成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 472± 0 （競走中止） 247．7�
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売 得 金
単勝： 124，029，900円 複勝： 160，069，300円 枠連： 57，642，200円
馬連： 262，573，100円 馬単： 129，422，000円 ワイド： 168，912，100円
3連複： 432，181，300円 3連単： 723，954，200円 計： 2，058，784，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 650円 � 190円 枠 連（2－7） 3，900円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 6，770円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 300円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 6，440円 3 連 単 ��� 35，900円

票 数

単勝票数 計1240299 的中 � 552840（1番人気）
複勝票数 計1600693 的中 � 728640（1番人気）� 31931（9番人気）� 156191（3番人気）
枠連票数 計 576422 的中 （2－7） 11437（11番人気）
馬連票数 計2625731 的中 �� 40386（14番人気）
馬単票数 計1294220 的中 �� 14325（19番人気）
ワイド票数 計1689121 的中 �� 23817（17番人気）�� 170850（2番人気）�� 13234（27番人気）
3連複票数 計4321813 的中 ��� 50274（21番人気）
3連単票数 計7239542 的中 ��� 14618（98番人気）
上り 1マイル 1：46．7 4F 51．1－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

�
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウダッサイ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2015．9．27 阪神8着

2013．4．8生 牡7黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 障害：15戦7勝 賞金 267，572，000円
〔競走中止〕 シゲルピーマン号・ナリノレーヴドール号は，3周目5号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 フォワードカフェ号の騎手石神深一は，2周目2号障害手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番）

ケンホファヴァルト号の騎手熊沢重文は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
メイショウダッサイ号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

１レース目



3308312月26日 晴 良 （2中山5） 第7日 第11競走 ��
��2，000�第37回ホープフルステークス（ＧⅠ）

発走15時25分 （芝・右）
牡・牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000円
付 加 賞 1，092，000円 312，000円 156，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：58．9
1：58．9
2：01．4

良
良
良

610 ダノンザキッド 牡2鹿 55 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 516－ 42：02．8 2．1�
11 オーソクレース 牡2黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 480＋102：03．01� 5．7�
22 ヨーホーレイク 牡2鹿 55 武 豊金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502＋ 22：03．1� 13．1�
611 タイトルホルダー 牡2鹿 55 戸崎 圭太山田 弘氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 470± 02：03．31� 19．5�
713 シュヴァリエローズ 牡2鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 444＋ 82：03．4クビ 14．4	
35 テ ン カ ハ ル 牡2栗 55 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486－ 82：03．5� 274．4

59 アオイショー 牡2鹿 55 石橋 脩新谷 幸義氏 中舘 英二 浦河 中村 雅明 464＋ 2 〃 � 32．1�
47 マカオンドール 牡2芦 55 岩田 康誠關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 490＋ 62：03．71 37．0�
34 ヴ ィ ゴ ー レ 牡2芦 55 横山 武史�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 22：04．44 175．2
712 アドマイヤザーゲ 牡2鹿 55 吉田 隼人近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498± 02：04．5	 19．2�
46 ホールシバン 牡2鹿 55 丸山 元気ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 62：04．81	 184．0�
58 
 バニシングポイント 牡2芦 55 M．デムーロ長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Whisper Hill

Farm, LLC B498＋102：05．43� 64．7�
815 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 B492－ 22：05．5クビ 455．0�
814� モリデンアロー 牡2黒鹿55 山田 敬士森田 芳男氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 488－ 62：08．3大差 601．9�
23 ランドオブリバティ 牡2鹿 55 三浦 皇成吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 478＋14 （競走中止） 3．5�
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売 得 金
単勝： 466，688，700円 複勝： 486，213，400円 枠連： 164，121，400円
馬連： 1，113，845，600円 馬単： 455，261，700円 ワイド： 646，861，700円
3連複： 1，780，296，700円 3連単： 2，924，309，600円 計： 8，037，598，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 180円 � 280円 枠 連（1－6） 570円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 310円 �� 590円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 5，560円

票 数

単勝票数 計4666887 的中 � 1703032（1番人気）
複勝票数 計4862134 的中 � 1607136（1番人気）� 584791（3番人気）� 303955（5番人気）
枠連票数 計1641214 的中 （1－6） 222430（2番人気）
馬連票数 計11138456 的中 �� 1334281（2番人気）
馬単票数 計4552617 的中 �� 374070（2番人気）
ワイド票数 計6468617 的中 �� 595895（2番人気）�� 269827（6番人気）�� 178809（11番人気）
3連複票数 計17802967 的中 ��� 702276（5番人気）
3連単票数 計29243096 的中 ��� 380729（9番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．0―12．7―12．0―11．9―12．2―12．0―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．2―49．9―1：01．9―1：13．8―1：26．0―1：38．0―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
3（1，11）（4，6，10）（12，13，8）（5，2）－9（7，15）14・（3，8）（1，11）10（4，6，12）2，13，5，9，7，15＝14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンザキッド �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Dansili デビュー 2020．6．28 阪神1着

2018．1．29生 牡2鹿 母 エピックラヴ 母母 Leopard Hunt 3戦3勝 賞金 111，442，000円
〔競走中止〕 ランドオブリバティ号は，4コーナーで急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ランドオブリバティ号は，令和2年12月27日から令和3年1月17日まで出走停止。停止期間の満了

後に平地調教再審査。

3308412月26日 晴 良 （2中山5） 第7日 第12競走 ��
��2，500�グレイトフルステークス

発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．12．21以降2．12．20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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

813 ジ ャ コ マ ル 牡6鹿 54 横山 和生晴間 芳次氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 42：37．4 72．4�
11 ウインキートス 牝3黒鹿52 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 460＋102：37．61 4．4�
22 ブラックマジック 牡3青鹿54 石橋 脩窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 452＋ 62：37．81� 10．5�
45 シ ロ ニ イ 牡6白 56 石川裕紀人金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B504－ 42：38．01� 43．8�
33 ソフトフルート 牝3黒鹿54 北村 友一ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 42：38．1� 3．6�
34 ナムラドノヴァン 牡5鹿 54 内田 博幸奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 492－ 42：38．2	 118．7	
57 セントレオナード 牡4鹿 57 C．ルメール 
社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 466＋ 42：38．41� 3．1�
46 
 ツーエムアロンソ 牡4鹿 55 津村 明秀村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 544－ 42：38．5クビ 33．1�
69 キタサンバルカン 牡4鹿 56 武 豊
大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 444＋ 62：38．71� 8．1
814 ウィナーポイント 牝5黒鹿51 横山 典弘岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 434＋14 〃 クビ 28．8�
58 サトノエルドール 牡4鹿 55 横山 武史 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 478＋ 62：38．8クビ 21．3�
712 シャイニーゲール 牡6鹿 54 戸崎 圭太小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 464－ 4 〃 クビ 30．7�
711 ローズテソーロ 牝4青鹿53 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか 幌村牧場 474＋142：40．07 38．6�
610 カイザーヴェッター 牡5青鹿54 野中悠太郎 
シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B496＋ 4 〃 ハナ 240．8�
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売 得 金
単勝： 136，058，800円 複勝： 175，310，200円 枠連： 46，073，100円 馬連： 279，804，700円 馬単： 105，207，500円
ワイド： 205，271，800円 3連複： 420，080，600円 3連単： 548，183，400円 5重勝： 710，750，600円 計： 2，626，740，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，240円 複 勝 � 1，730円 � 190円 � 280円 枠 連（1－8） 4，840円

馬 連 �� 18，250円 馬 単 �� 43，470円

ワ イ ド �� 4，850円 �� 8，080円 �� 690円

3 連 複 ��� 34，820円 3 連 単 ��� 323，640円

5 重 勝
対象競走：中山10R／阪神10R／中山11R／阪神11R／中山12R

キャリーオーバー なし����� 20，730，220円

票 数

単勝票数 計1360588 的中 � 15014（12番人気）
複勝票数 計1753102 的中 � 20449（12番人気）� 299739（3番人気）� 163951（5番人気）
枠連票数 計 460731 的中 （1－8） 7374（22番人気）
馬連票数 計2798047 的中 �� 12638（39番人気）
馬単票数 計1052075 的中 �� 1815（89番人気）
ワイド票数 計2052718 的中 �� 10571（43番人気）�� 6308（55番人気）�� 81667（7番人気）
3連複票数 計4200806 的中 ��� 9047（88番人気）
3連単票数 計5481834 的中 ��� 1228（669番人気）
5重勝票数 計7107506 的中 ����� 24

ハロンタイム 7．0―11．8―12．7―12．8―12．8―13．2―13．2―12．8―12．8―12．9―12．1―11．4―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．8―31．5―44．3―57．1―1：10．3―1：23．5―1：36．3―1：49．1―2：02．0―2：14．1―2：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」 上り4F48．3―3F35．4
1
	
13－5，2，12（3，7）1，10，6，9，11，4－14－8
13（5，2）（3，12）7，1（10，9）6（14，11）4－8

2


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

勝馬の
紹 介

ジ ャ コ マ ル �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．7．3 中京11着

2014．4．4生 牡6鹿 母 ピュアウィンク 母母 ミスティックアイズ 33戦5勝 賞金 90，255，000円
〔騎手変更〕 サトノエルドール号の騎手三浦皇成は，第11競走での落馬による検査のため横山武史に変更。

３レース目 ５レース目



（2中山5）第7日 12月26日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 192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

415，160，000円
12，530，000円
31，980，000円
3，360，000円
52，580，000円
84，334，500円
7，739，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
1，213，685，700円
1，570，289，900円
434，933，700円
2，516，494，200円
1，055，894，600円
1，741，306，300円
3，874，353，600円
5，560，832，500円
710，750，600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
5 重 勝
計 18，678，541，100円

総入場人員 3，019名 （有料入場人員 2，430名）
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