
3306112月19日 晴 稍重 （3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）

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

611 ゼンカイテン 牡2芦 55 大野 拓弥川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 462＋ 21：11．5 2．5�
24 ナ ム ラ ビ バ 牝2鹿 54 菊沢 一樹奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 ナカノファーム 460－ 61：12．03 6．2�
12 ニシノコニャック 牡2栗 55 北村 宏司西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 472＋ 81：12．2� 5．5�
23 イ カ ロ ス 牡2鹿 55 武藤 雅�須野牧場 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 488＋ 61：12．3� 17．6�
47 キタノブレイド 牡2黒鹿55 武士沢友治北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 長浜 忠 450＋ 2 〃 クビ 26．3�
714 セ レ ブ 牝2栗 54 菅原 明良菅藤 宗一氏 杉浦 宏昭 平取 清水牧場 B472± 01：12．93� 5．7	
713 レッドコーラル 牝2栗 54 宮崎 北斗田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 444－ 61：13．0クビ 16．0

816 カンタベリーホープ 牡2栗 55

53 △山田 敬士峰 哲馬氏 的場 均 新ひだか 荒谷 輝和 460＋161：13．42� 337．8�
815 ペイシャブライティ 牡2栗 55 石川裕紀人北所 直人氏 松永 康利 平取 川向高橋育

成牧場 498＋ 21：13．5クビ 12．5�
510 ビレッジシングル 牡2鹿 55 内田 博幸村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 元道牧場 470± 01：13．6� 52．2
35 ハジメテノチュウ 牡2鹿 55 長岡 禎仁�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 490－ 41：13．7� 198．3�
612 ユアマイホープ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム B482＋ 61：13．8クビ 588．7�
11 ルーマニアンウルフ 牡2鹿 55 江田 照男飯田 正剛氏 鈴木 伸尋 安平 �橋本牧場 464± 01：14．01� 206．6�
59 ピースオンアース 牡2黒鹿 55

52 ▲横山 琉人グリーンスウォード小笠 倫弘 新冠 アサヒ牧場 492＋ 81：14．21� 172．3�
48 ナックファクター 牡2鹿 55 野中悠太郎小松 欣也氏 杉浦 宏昭 様似 猿倉牧場 510＋ 21：14．3クビ 331．7�
36 アキノスター 牡2鹿 55 丹内 祐次穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村牧場 474± 01：14．72� 293．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，446，500円 複勝： 55，396，100円 枠連： 12，535，200円
馬連： 68，155，900円 馬単： 29，693，300円 ワイド： 57，647，900円
3連複： 107，466，100円 3連単： 110，945，400円 計： 480，286，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 150円 � 150円 枠 連（2－6） 610円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 330円 �� 330円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 5，400円

票 数

単勝票数 計 384465 的中 � 125578（1番人気）
複勝票数 計 553961 的中 � 153872（1番人気）� 81337（4番人気）� 83319（3番人気）
枠連票数 計 125352 的中 （2－6） 15740（2番人気）
馬連票数 計 681559 的中 �� 62500（3番人気）
馬単票数 計 296933 的中 �� 15994（3番人気）
ワイド票数 計 576479 的中 �� 45956（2番人気）�� 45143（3番人気）�� 30549（5番人気）
3連複票数 計1074661 的中 ��� 64627（1番人気）
3連単票数 計1109454 的中 ��� 14888（5番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．5―12．0―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．2―46．2―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンカイテン �
�
父 ザファクター �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2021．10．23 東京7着

2019．3．28生 牡2芦 母 クールユリア 母母 レディピーチ 3戦1勝 賞金 5，870，000円

3306212月19日 晴 稍重 （3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
1：52．2
1：50．9

不良
不良

612 キボウノホシ 牡2鹿 55 田辺 裕信堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 486－ 21：55．0 7．2�
12 ウ ロ ボ ン 牡2黒鹿55 菅原 明良井山 登氏 武井 亮 むかわ 市川牧場 B458＋ 61：55．63� 11．1�
611 マディソンテソーロ 牡2芦 55

52 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 450± 01：55．91� 238．0�

47 パワーエンブレム 牡2鹿 55 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 中川 公成 新ひだか 増本牧場 B506± 0 〃 アタマ 129．6�
11 エコロドラゴン 牡2鹿 55 丹内 祐次原村 正紀氏 岩戸 孝樹 新ひだか 坂本 春雄 552＋ 21：56．32� 2．4�
24 ブ レ イ ク 牡2黒鹿55 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 えりも 寺井 文秀 472＋ 21：56．51 173．1

36 ノアペルーサ 牡2鹿 55

52 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 日高 門別牧場 B502－ 21：57．03 134．4�
35 ヤマニンライバリー 牡2鹿 55 江田 照男土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 462＋ 61：57．32 50．5�
510 タービンホール 牡2栗 55 松岡 正海永田 博之氏 竹内 正洋 新冠 トド岩高原銀河農

場物語有限会社 482＋ 41：57．4� 9．9
48 ノーブルフロスト 牡2黒鹿55 武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 482± 01：57．61 161．8�
816 ニシノレジスタンス 牡2鹿 55 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 488＋281：57．7� 104．1�
713 ギ ン リ ン 牡2芦 55

53 △山田 敬士江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 マリオステー
ブル 498± 01：57．8� 716．2�

815 オクトニオン 牡2鹿 55 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 526＋12 〃 クビ 3．0�
59 オレノマサムネ �2鹿 55 津村 明秀諸岡 慶氏 牧 光二 日高 北田 剛 B520± 01：58．86 293．6�
23 ブレットプルーフ 牡2鹿 55 杉原 誠人	ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 片岡 博 508± 0 〃 ハナ 772．7�
714 リュウノマキロイ 牡2黒鹿55 石川裕紀人蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 498＋101：59．54 15．9�
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売 得 金
単勝： 46，093，900円 複勝： 52，660，500円 枠連： 12，383，400円
馬連： 68，852，200円 馬単： 32，171，900円 ワイド： 53，870，200円
3連複： 100，197，900円 3連単： 120，984，100円 計： 487，214，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 230円 � 260円 � 2，700円 枠 連（1－6） 770円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 12，670円 �� 14，060円

3 連 複 ��� 131，600円 3 連 単 ��� 528，390円

票 数

単勝票数 計 460939 的中 � 53909（3番人気）
複勝票数 計 526605 的中 � 66939（3番人気）� 56636（5番人気）� 4054（13番人気）
枠連票数 計 123834 的中 （1－6） 12431（3番人気）
馬連票数 計 688522 的中 �� 15649（11番人気）
馬単票数 計 321719 的中 �� 4141（22番人気）
ワイド票数 計 538702 的中 �� 13502（11番人気）�� 1073（53番人気）�� 966（57番人気）
3連複票数 計1001979 的中 ��� 571（145番人気）
3連単票数 計1209841 的中 ��� 166（661番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．0―13．3―12．7―12．3―12．5―12．9―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．1―50．4―1：03．1―1：15．4―1：27．9―1：40．8

コーナー
通過順位

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

2
4

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

キボウノホシ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．8．7 新潟12着

2019．3．12生 牡2鹿 母 アイアムカミノマゴ 母母 アイアムザウィナー 3戦1勝 賞金 5，610，000円
※オレノマサムネ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

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19日 晴 良 （3中山5） 第6日 第3競走 1，800�2歳未勝利
発走10時45分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．4
1：44．5

良
良

11 ブルトンクール 牝2栗 54 菅原 明良会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 446＋121：49．3 12．5�
59 アレグロモデラート 牝2黒鹿54 横山 武史 �グリーンファーム武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 462－ 4 〃 アタマ 4．4�
714 ローゼシュティア 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 448－ 21：49．4クビ 7．1�
12 ゼンノテンバ 牝2栗 54 内田 博幸大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 434－ 81：49．5� 19．4�
23 ソフィーズチョイス 牝2青鹿54 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム 416＋ 81：50．45 7．5	
47 バンブリッジ 牝2栃栗54 津村 明秀 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 クビ 3．4

24 イ ル モ ン ド 牝2黒鹿54 石川裕紀人大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 杵臼牧場 472＋ 61：50．5クビ 14．1�
612 プラニエータ 牝2鹿 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 ハナ 13．3�
815 シンボリックレルム 牝2黒鹿54 武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 ハナ 62．6
36 フ ェ リ シ ダ 牝2鹿 54 北村 宏司濵本 洋輔氏 高柳 瑞樹 むかわ 市川牧場 444＋ 61：50．81� 41．3�
510 フィルクローバー 牝2青 54 丹内 祐次 �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 478＋ 2 〃 クビ 36．2�
35 シェーネンターク 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 41：51．43� 602．2�
48 イールテソーロ 牝2鹿 54 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 熊本 本田 土寿 468＋101：51．71� 52．8�
713 シルバーオーク 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 岩見牧場 400－181：52．12� 569．9�
611 ココリヴィクトリア 牝2栗 54 野中悠太郎美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 平野牧場 506－ 41：52．63 281．1�
816 シエラプリンセサ 牝2鹿 54 酒井 学 �友駿ホースクラブ 上原 博之 浦河 桑田牧場 440－ 21：53．23� 42．1�
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売 得 金
単勝： 42，513，800円 複勝： 64，541，300円 枠連： 13，291，000円
馬連： 70，297，000円 馬単： 27，424，900円 ワイド： 62，713，600円
3連複： 105，014，200円 3連単： 100，912，800円 計： 486，708，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 300円 � 170円 � 220円 枠 連（1－5） 1，690円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 6，500円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，440円 �� 690円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 49，900円

票 数

単勝票数 計 425138 的中 � 28817（5番人気）
複勝票数 計 645413 的中 � 48157（5番人気）� 110135（2番人気）� 76287（4番人気）
枠連票数 計 132910 的中 （1－5） 6066（7番人気）
馬連票数 計 702970 的中 �� 19001（9番人気）
馬単票数 計 274249 的中 �� 3161（23番人気）
ワイド票数 計 627136 的中 �� 16923（9番人気）�� 10897（17番人気）�� 23956（5番人気）
3連複票数 計1050142 的中 ��� 11251（19番人気）
3連単票数 計1009128 的中 ��� 1466（158番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．9―49．2―1：01．5―1：13．8―1：25．4―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブルトンクール �
�
父 エピファネイア �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2021．7．18 函館4着

2019．3．16生 牝2栗 母 ファビュラスセンス 母母 ファビラスターン 4戦1勝 賞金 6，970，000円
〔制裁〕 シンボリックレルム号の騎手武藤雅は，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。
※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 ラズライト号

3306412月19日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（3中山5） 第6日 第4競走 ��2，880�障害3歳以上未勝利

発走11時15分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：10．2良・良

11 テトラルキア �6鹿 60 大江原 圭吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 498± 03：16．7 3．1�
55 プリンスオブペスカ 牡7鹿 60 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 492＋123：17．01� 2．5�
78 ゼノヴァース 牡4鹿 60 上野 翔�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 472＋103：17．95 6．8�
66 マイネルグロン 牡3青鹿58 大庭 和弥 �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 516＋143：18．32� 13．7�
811	 コルドゥーン 牡5青鹿60 江田 勇亮西 浩明氏 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 452－ 63：19．25 113．8�
33 マイネルツァイト 牡7青鹿60 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 520＋ 23：19．3� 30．6	
44 レオアルティメット 牡6栗 60 石神 深一�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 552－ 23：20．78 13．1

810 アームストロング 牡3黒鹿58 熊沢 重文塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本 幸雄 498＋ 23：22．410 13．0�
79 ミッキーセサミ 牡3青鹿58 小野寺祐太野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 492＋223：22．5� 22．0�
67 テイエムリオン 牡3黒鹿58 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 山田 政宏 480＋ 23：24．5大差 17．4
22 テイエムダイアタリ 牡3黒鹿58 伴 啓太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 522＋103：25．77 44．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，698，900円 複勝： 17，177，300円 枠連： 7，742，800円
馬連： 39，164，900円 馬単： 20，203，500円 ワイド： 25，629，100円
3連複： 65，770，500円 3連単： 92，425，300円 計： 288，812，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 120円 � 170円 枠 連（1－5） 340円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 180円 �� 430円 �� 410円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 2，950円

票 数

単勝票数 計 206989 的中 � 53248（2番人気）
複勝票数 計 171773 的中 � 41341（2番人気）� 44337（1番人気）� 18262（3番人気）
枠連票数 計 77428 的中 （1－5） 17453（1番人気）
馬連票数 計 391649 的中 �� 80488（1番人気）
馬単票数 計 202035 的中 �� 21129（1番人気）
ワイド票数 計 256291 的中 �� 43235（1番人気）�� 13425（4番人気）�� 14385（2番人気）
3連複票数 計 657705 的中 ��� 59626（1番人気）
3連単票数 計 924253 的中 ��� 22680（2番人気）
上り 1マイル 1：49．6 4F 54．8－3F 41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テトラルキア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Montjeu デビュー 2017．11．26 東京14着

2015．4．29生 �6鹿 母 マリアロワイヤル 母母 Notable 障害：3戦1勝 賞金 11，100，000円



3306512月19日 晴 良 （3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

612 ア オ イ モ エ 牝2鹿 54 石橋 脩新谷 幸義氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 404 ―1：36．8 3．8�
36 ポップパフォーマー 牡2黒鹿55 大野 拓弥 �社台レースホース新開 幸一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456 ―1：37．22� 2．7�
12 ボンジューママ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也田口 廣氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 424 ―1：37．3クビ 23．5�
47 スウィートプロミス 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 456 ―1：37．41 12．5�
24 ホウオウベリテ 牡2鹿 55 菅原 明良小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 450 ―1：37．61� 8．5	
816 ジャスミンカーラ 牝2黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 420 ―1：37．91� 48．6

714 フィールザコメット 牝2鹿 54 北村 宏司櫻井 正氏 深山 雅史 むかわ 平岡牧場 428 ― 〃 ハナ 133．7�
35 ス コ ー ル 牝2黒鹿54 横山 武史 �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 414 ―1：38．32 7．2�
815 デルマセイレーン 牝2鹿 54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 444 ― 〃 ハナ 70．9
23 ナンヨーアイリス 牝2栗 54 武藤 雅中村 德也氏 畠山 吉宏 新冠 株式会社

安達牧場 466 ―1：38．62 64．6�
510 ラッフルズプレース 牡2黒鹿55 内田 博幸保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 438 ―1：38．92 11．1�
59 シゲルヒバリ 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗森中 蕃氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 406 ―1：39．0クビ 133．6�
611 アポロキラナ 牝2鹿 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新冠 中央牧場 468 ―1：39．21� 100．3�
713 コスモスフレ 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 444 ―1：39．3� 102．2�
11 ムーランアルザン 牝2栗 54

52 △山田 敬士村上 卓史氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 498 ―1：39．62 356．2�
48 ライディーン 牡2栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 浦河 桑田 正己 468 ―1：39．7クビ 181．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，014，300円 複勝： 51，432，800円 枠連： 13，508，400円
馬連： 61，941，000円 馬単： 26，878，500円 ワイド： 48，728，900円
3連複： 84，651，100円 3連単： 96，488，100円 計： 426，643，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 130円 � 370円 枠 連（3－6） 380円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 260円 �� 870円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 8，920円

票 数

単勝票数 計 430143 的中 � 94460（2番人気）
複勝票数 計 514328 的中 � 111309（2番人気）� 125718（1番人気）� 23115（7番人気）
枠連票数 計 135084 的中 （3－6） 27360（1番人気）
馬連票数 計 619410 的中 �� 87575（1番人気）
馬単票数 計 268785 的中 �� 17351（2番人気）
ワイド票数 計 487289 的中 �� 55292（1番人気）�� 13211（11番人気）�� 13187（12番人気）
3連複票数 計 846511 的中 ��� 26214（6番人気）
3連単票数 計 964881 的中 ��� 7840（17番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―11．9―12．2―12．4―12．1―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．9―36．8―49．0―1：01．4―1：13．5―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

ア オ イ モ エ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Successful Appeal 初出走

2019．2．23生 牝2鹿 母 ハーエミネンシー 母母 Chic Dancer 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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 キラリヒカルゲーム号・ジュンツバサニセイ号・マサノアーリー号・リュウノファウラー号・ルージュリッシュ号・

レインアルテイシア号

3306612月19日 晴 稍重 （3中山5） 第6日 第6競走 1，200�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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

35 ス コ ラ ー リ 牡2栗 55 横山 武史吉田 和美氏 萩原 清 新冠 ヒカル牧場 470 ―1：12．7 2．2�
816 ペイシャクィンビー 牝2鹿 54 武士沢友治北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 450 ―1：12．8� 8．6�
47 ハクサンパール 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 446 ―1：13．97 11．2�
510 ピッコロバンビーナ 牝2鹿 54 勝浦 正樹谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新冠 守矢牧場 446 ―1：14．0� 10．9�
11 ノワールランス 牡2青鹿55 柴田 大知星加 浩一氏 畠山 吉宏 日高 新井 弘幸 448 ― 〃 クビ 17．2�
24 キタサンドライバー 牡2鹿 55 三浦 皇成�大野商事 小笠 倫弘 日高 ヤナガワ牧場 496 ―1：14．1クビ 12．4	
815 ホウオウモンスター 牡2鹿 55 丹内 祐次小笹 芳央氏 尾形 和幸 浦河 金成吉田牧場 448 ―1：14．42 17．3

713 コウユーママニニテ 牝2黒鹿54 木幡 初也加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 カロッテファーム 446 ― 〃 アタマ 36．0�
611 ラ ブ レ ボ 牝2栗 54 津村 明秀伊藤 功一氏 林 徹 千歳 社台ファーム 448 ―1：14．5クビ 7．0�
12 ファインバローロ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社
大原ファーム 450 ―1：14．71� 55．7

23 イ チ ゴ ガ リ 牝2栗 54 丸田 恭介田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 様似 髙村 伸一 398 ―1：14．91 154．4�
59 スイリュウオー 牝2芦 54 内田 博幸�しょうじ 鈴木慎太郎 新ひだか グローリーファーム 466 ― 〃 ハナ 92．6�
612 トビイロノヒトミ 牝2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 460 ― 〃 クビ 117．4�
48 ア マ リ リ ス 牝2青鹿 54

52 △山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 440 ―1：17．0大差 345．3�
36 グラスセービア 牡2鹿 55 嶋田 純次半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B484 ―1：17．21� 68．6�
714 ハッピーディーバ 牝2栗 54 酒井 学馬場 幸夫氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 446 ―1：17．41 53．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，412，200円 複勝： 40，538，000円 枠連： 14，137，400円
馬連： 56，526，500円 馬単： 24，467，400円 ワイド： 46，609，900円
3連複： 82，028，900円 3連単： 84，852，100円 計： 388，572，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 200円 � 240円 枠 連（3－8） 620円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 480円 �� 510円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 12，050円

票 数

単勝票数 計 394122 的中 � 146900（1番人気）
複勝票数 計 405380 的中 � 104306（1番人気）� 45133（3番人気）� 36354（5番人気）
枠連票数 計 141374 的中 （3－8） 17670（1番人気）
馬連票数 計 565265 的中 �� 38163（2番人気）
馬単票数 計 244674 的中 �� 10921（3番人気）
ワイド票数 計 466099 的中 �� 25687（2番人気）�� 23924（3番人気）�� 9055（14番人気）
3連複票数 計 820289 的中 ��� 18148（5番人気）
3連単票数 計 848521 的中 ��� 5101（12番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―12．7―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．8―47．5―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス コ ラ ー リ �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 サウスヴィグラス 初出走

2019．4．29生 牡2栗 母 ヒカリヴィグラス 母母 マ イ ム ー ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 キタサンドライバー号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 アカポネタテソーロ号・テリオスレオ号・ムーンティアラ号・ラインオンザトップ号・リネンファイト号



3306712月19日 晴 良 （3中山5） 第6日 第7競走 ��1，600�2歳未勝利
発走13時05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

12 エールトゥヘヴン 牡2鹿 55 田辺 裕信 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 458－ 21：35．1 3．1�
11 デュアルパーパス 牡2栗 55 津村 明秀�ターフ・スポート鈴木 伸尋 浦河 グランデファーム 462－ 41：35．31� 14．0�
713 ステラナビゲーター 牡2鹿 55 丹内 祐次 �コロンバスサークル 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 508－ 4 〃 ハナ 62．7�
48 ソレントフレイバー 牡2鹿 55 吉田 豊尾田 信夫氏 久保田貴士 新ひだか 畠山牧場 488± 0 〃 ハナ 29．1�
36 タッカーシルバー 牝2黒鹿54 横山 武史小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 的場牧場 454－10 〃 クビ 14．0	
714 リーセフィヨルド 牝2鹿 54 大野 拓弥吉田 勝己氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：35．4クビ 2．7

23 マルアズール 牝2鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 412＋ 81：35．5� 9．7�
47 バトルクライ 牡2栗 55 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 482－ 4 〃 クビ 7．2�

24 フ ー ラ イ ラ 牡2栗 55
52 ▲小林 脩斗山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 428－ 41：36．24 521．7
510 コスモマーチ 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 6 〃 クビ 485．7�
612 ニシノジャズ 牝2黒鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 474－ 81：36．41� 147．3�
35 セクシーデザイン 牝2黒鹿54 野中悠太郎吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 424－ 21：36．5クビ 477．0�
815 アティトラン 牝2黒鹿54 横山 和生�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432－ 6 〃 クビ 103．3�
59 アルティマボス 牡2黒鹿55 酒井 学�木村牧場 和田正一郎 日高 木村牧場 506－ 41：36．71� 293．6�
816 アウゲンブリック 牡2黒鹿55 石川裕紀人ライオンレースホース� 斎藤 誠 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 498＋ 81：36．8� 23．3�
611 ディバインシチー 牡2黒鹿55 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 450－ 41：37．65 218．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，045，100円 複勝： 61，204，600円 枠連： 15，550，200円
馬連： 81，833，900円 馬単： 34，660，400円 ワイド： 66，777，200円
3連複： 113，766，000円 3連単： 133，614，800円 計： 560，452，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 350円 � 1，000円 枠 連（1－1） 1，650円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，010円 �� 4，690円

3 連 複 ��� 12，500円 3 連 単 ��� 38，950円

票 数

単勝票数 計 530451 的中 � 140437（2番人気）
複勝票数 計 612046 的中 � 120125（2番人気）� 41800（6番人気）� 12634（9番人気）
枠連票数 計 155502 的中 （1－1） 7290（9番人気）
馬連票数 計 818339 的中 �� 32276（7番人気）
馬単票数 計 346604 的中 �� 8824（10番人気）
ワイド票数 計 667772 的中 �� 33585（6番人気）�� 8303（21番人気）�� 3482（37番人気）
3連複票数 計1137660 的中 ��� 6824（41番人気）
3連単票数 計1336148 的中 ��� 2487（131番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．9―35．6―47．3―59．4―1：11．3―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

エールトゥヘヴン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2021．9．11 中山4着

2019．2．5生 牡2鹿 母 キストゥヘヴン 母母 ロングバージン 4戦1勝 賞金 7，220，000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 キタノホマレボシ号・コスモエルム号・ジュエリーノハナ号

3306812月19日 晴 稍重 （3中山5） 第6日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

47 � ブルーカルセドニー 牝3鹿 54 横山 和生 KRジャパン 小野 次郎 新冠 村上 欽哉 444－ 41：52．4 5．2�
48 クロフネミッション 牝3芦 54 菅原 明良会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 532－ 21：53．03� 6．8�
59 ビーマイセルフ 牝3青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 458＋ 61：53．42� 18．1�
510 メイショウホオズキ 牝3鹿 54 吉田 豊松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 476± 01：53．61� 4．3�
12 ナリノクリスティー 牝4青鹿55 大野 拓弥成塚 清志氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 476＋121：53．81� 27．9�
611 エスシーヴィオラ 牝3栗 54 田中 勝春工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 486＋ 4 〃 ハナ 11．8	
11 ズ ー ル ー 牝4鹿 55 三浦 皇成椎名 節氏 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 480＋ 81：54．0� 27．0

713� ルレーヴドゥリリ 牝4黒鹿55 丹内 祐次加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 B492＋ 41：54．32 302．3�
23 レッドカルム 牝4黒鹿55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 530＋ 4 〃 ハナ 33．0
815 リキサンハート 牝3黒鹿54 松岡 正海 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B494－ 2 〃 ハナ 22．3�
612 スティルライフ 牝3黒鹿54 丸田 恭介藤井 孝治氏 黒岩 陽一 新ひだか 野坂牧場 B468± 01：54．72� 94．6�
35 スパニッシュアート 牝4黒鹿55 菊沢 一樹�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 428＋ 2 〃 クビ 43．5�
36 � ココリジャスミン 牝5栗 55 野中悠太郎美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 490－ 21：55．23 260．6�
714 フローズンカクテル 牝3栗 54 横山 武史吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 456＋ 41：55．4� 2．9�
24 � スノーレイズ 牝4芦 55

52 ▲横山 琉人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 新ひだか キヨタケ牧場 B450＋ 21：55．61� 493．9�

816 エヌワイパフューム 牝5鹿 55 石川裕紀人サンアンドコム 伊坂 重信 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 530－ 61：55．7クビ 89．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，614，100円 複勝： 67，471，100円 枠連： 18，106，100円
馬連： 82，478，800円 馬単： 31，364，600円 ワイド： 66，688，100円
3連複： 121，577，200円 3連単： 133，979，500円 計： 563，279，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 220円 � 370円 枠 連（4－4） 1，370円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，090円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 6，520円 3 連 単 ��� 27，850円

票 数

単勝票数 計 416141 的中 � 62895（3番人気）
複勝票数 計 674711 的中 � 94251（3番人気）� 82502（4番人気）� 41468（6番人気）
枠連票数 計 181061 的中 （4－4） 10232（4番人気）
馬連票数 計 824788 的中 �� 43271（5番人気）
馬単票数 計 313646 的中 �� 8725（7番人気）
ワイド票数 計 666881 的中 �� 28210（5番人気）�� 15509（10番人気）�� 10891（18番人気）
3連複票数 計1215772 的中 ��� 13975（19番人気）
3連単票数 計1339795 的中 ��� 3487（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．8―49．6―1：01．9―1：14．2―1：26．9―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ブルーカルセドニー �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 キングカメハメハ

2018．4．7生 牝3鹿 母 ニシノミーチャン 母母 ニシノプロミネンス 3戦1勝 賞金 11，400，000円
地方デビュー 2020．5．6 門別

〔発走状況〕 スティルライフ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 リキサンハート号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
〔調教再審査〕 スティルライフ号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ジェイエルフラッグ号・トロンアゲイン号



3306912月19日 晴 稍重 （3中山5） 第6日 第9競走 ��1，200�
ま い は ま

舞 浜 特 別
発走14時05分 （ダート・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳56�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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

23 ディスモーメント 牡5黒鹿57 石橋 脩大塚 亮一氏 宮田 敬介 浦河 杵臼牧場 534＋ 21：11．3 8．7�
714 キ ミ ワ テ ル 牡3栗 56 武藤 雅浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 クビ 2．1�
12 レッドランサー 牡6黒鹿57 津村 明秀 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 B468± 01：11．51� 7．5�
35 クロノフルール 牝3芦 54 大野 拓弥�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 496－ 21：11．6クビ 30．5�
612 デルマカミカゼ 牡6黒鹿57 田中 勝春浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 ファニーヒルファーム 458－12 〃 クビ 39．9�
24 カンタベリーマッハ 牡3鹿 56 三浦 皇成峰 哲馬氏 鈴木慎太郎 新ひだか 藤吉牧場 500± 01：11．7クビ 5．7	
713 ウ メ タ ロ ウ 牡6黒鹿57 長岡 禎仁
ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B510＋ 8 〃 クビ 175．2�
611 ピ ナ ク ル ズ �8黒鹿57 丸田 恭介ライオンレースホース� 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 516＋ 8 〃 アタマ 49．1�
59 ラインオブフェイト 牝3栗 54 松岡 正海 �YGGホースクラブ 田島 俊明 日高 奥山 博 466＋ 81：12．12 51．1
815� ミフトゥーロ 牝6鹿 55 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 466－101：12．2	 71．5�
510� サウスジェラート 牝3鹿 54 石川裕紀人
谷岡牧場 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 488＋ 41：12．3	 12．0�
36 グローサーベア �4芦 57 丹内 祐次 
社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 486＋ 8 〃 ハナ 66．4�
11 � コーリンバニラ 牝4芦 55 菊沢 一樹伊藤 恵介氏 加藤 和宏 新ひだか 前谷 武志 512－ 91：12．72	 407．7�
47 コ ル ニ リ ア 牡4鹿 57 杉原 誠人
ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 460＋ 81：12．8	 102．1�
48 アシャカマキシン 牡5栗 57 宮崎 北斗吉冨 学氏 鈴木 伸尋 様似 中脇 一幸 490＋121：13．65 333．3�
816 チャイブテソーロ 牝3栗 54 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 武市 康男 日高 本間牧場 480＋ 21：13．7
 7．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，634，900円 複勝： 79，178，000円 枠連： 22，830，300円
馬連： 117，165，200円 馬単： 45，308，700円 ワイド： 82，808，500円
3連複： 165，743，400円 3連単： 197，092，600円 計： 764，761，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 220円 � 130円 � 190円 枠 連（2－7） 400円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 410円 �� 730円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 12，980円

票 数

単勝票数 計 546349 的中 � 50100（5番人気）
複勝票数 計 791780 的中 � 76491（5番人気）� 204390（1番人気）� 96619（3番人気）
枠連票数 計 228303 的中 （2－7） 43581（1番人気）
馬連票数 計1171652 的中 �� 102624（3番人気）
馬単票数 計 453087 的中 �� 12658（9番人気）
ワイド票数 計 828085 的中 �� 52991（4番人気）�� 27139（8番人気）�� 54109（3番人気）
3連複票数 計1657434 的中 ��� 69066（3番人気）
3連単票数 計1970926 的中 ��� 11005（27番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．5―12．2―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．9―46．1―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディスモーメント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．12．28 阪神5着

2016．5．2生 牡5黒鹿 母 カホマックス 母母 ジョリブロンド 22戦3勝 賞金 47，173，000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 クロッチ号・ゴールドクロス号・ノーベルプライズ号・バクシン号

3307012月19日 晴 稍重 （3中山5） 第6日 第10競走 ��
��1，800�

ほくそう

北総ステークス
発走14時40分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス；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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

46 ホールシバン 牡3鹿 56 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 532＋ 81：51．1 3．0�

22 � ヴ ィ ー ダ 	6栗 57 勝浦 正樹 �スマイルファーム 堀井 雅広 日高 スマイルファーム 454－ 21：51．31
 59．3�
11 ブライトンロック 牡7黒鹿57 菅原 明良坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 01：52．04 54．5�
712 ヘ ラ イ ア 牝4鹿 55 丸田 恭介吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470± 01：52．1� 74．1�
33 ウインダークローズ 牡4青鹿57 丹内 祐次�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム B502＋ 21：52．31� 134．7�
34 テリオスベル 牝4黒鹿55 江田 照男鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 B442－ 81：52．4クビ 11．5	
45 エマージングロール 牡3鹿 56 横山 武史吉田 晴哉氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 2 〃 同着 4．6

58 ブラックヘイロー 牡5青鹿57 大野 拓弥吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 516＋121：52．5� 4．9�
69 グラスブルース 牡7鹿 57 酒井 学半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B520－ 21：53．13
 74．1�
57 デルマオニキス 牡4芦 57 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 482＋ 21：53．52
 8．0
610 ロードエクレール 牡3鹿 56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 浦河 大柳ファーム 474＋ 61：53．7� 18．5�
814 モンテグロッソ 牡6青鹿57 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B508－ 21：54．12
 7．2�
711 エターナルヴィテス 牡5鹿 57 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 484＋ 41：54．52
 135．2�
813 リトミカメンテ 牝5栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 81：55．77 39．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 69，121，900円 複勝： 93，059，900円 枠連： 29，275，600円
馬連： 147，263，300円 馬単： 58，191，500円 ワイド： 103，624，400円
3連複： 208，267，100円 3連単： 241，522，200円 計： 950，325，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 180円 � 980円 � 950円 枠 連（2－4） 4，600円

馬 連 �� 9，760円 馬 単 �� 11，970円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 2，220円 �� 10，090円

3 連 複 ��� 81，690円 3 連 単 ��� 250，860円

票 数

単勝票数 計 691219 的中 � 181725（1番人気）
複勝票数 計 930599 的中 � 184333（1番人気）� 20715（10番人気）� 21498（9番人気）
枠連票数 計 292756 的中 （2－4） 4923（12番人気）
馬連票数 計1472633 的中 �� 11688（25番人気）
馬単票数 計 581915 的中 �� 3646（40番人気）
ワイド票数 計1036244 的中 �� 11377（21番人気）�� 12156（20番人気）�� 2604（64番人気）
3連複票数 計2082671 的中 ��� 1912（150番人気）
3連単票数 計2415222 的中 ��� 698（567番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．6―13．1―11．9―11．6―12．2―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．0―50．1―1：02．0―1：13．6―1：25．8―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホールシバン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Hard Spun デビュー 2020．9．13 中山3着

2018．3．13生 牡3鹿 母 サ マ リ ー ズ 母母 ミスアドーラブル 6戦4勝 賞金 46，830，000円



3307112月19日 晴 良 （3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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

12 ローザノワール 牝5青鹿54 田中 勝春渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 B476＋ 61：47．7 18．0�
47 ヴァンランディ 牡5鹿 56 杉原 誠人 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：47．91	 70．5�
11 
 ソッサスブレイ �7栗 56 柴田 大知手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 61：48．0クビ 157．7�
23 ラインベック 牡4黒鹿56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500－121：48．1	 4．6�
36 アドマイヤハダル 牡3鹿 55 横山 武史近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492＋10 〃 クビ 2．3	
815 ハーメティキスト 牡5鹿 56 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 470＋ 81：48．2	 9．4

713 アールスター 牡6鹿 57 長岡 禎仁 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 B512± 0 〃 クビ 56．6�
510 ランフォザローゼス �5鹿 56 木幡 育也窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B506－141：48．3	 119．4�
59 ゴルトベルク 牝4黒鹿54 津村 明秀 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 438＋ 8 〃 ハナ 6．3
611
 ダブルシャープ 牡6鹿 56 酒井 学天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 494＋10 〃 クビ 9．1�
714 メイケイダイハード 牡6鹿 58 三浦 皇成名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 542＋ 21：48．61� 75．9�
24 ウインアグライア 牝3鹿 53 石川裕紀人�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 8 〃 ハナ 53．0�
35 サトノエルドール 牡5鹿 57 横山 和生 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム B480＋ 61：48．81 23．1�
816 ジェットモーション �5黒鹿56 田辺 裕信�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B534＋161：49．11	 26．3�
612 サトノクロニクル 牡7鹿 57 藤井勘一郎 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B478± 0 〃 クビ 51．2�
48 マイネルサーパス 牡5黒鹿58 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 B484＋ 61：50．9大差 231．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 114，164，800円 複勝： 138，365，800円 枠連： 55，160，900円
馬連： 317，811，300円 馬単： 114，194，900円 ワイド： 196，959，400円
3連複： 495，369，300円 3連単： 598，110，800円 計： 2，030，137，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 670円 � 1，720円 � 2，580円 枠 連（1－4） 16，340円

馬 連 �� 44，100円 馬 単 �� 80，950円

ワ イ ド �� 11，340円 �� 13，420円 �� 30，550円

3 連 複 ��� 519，610円 3 連 単 ��� 3，387，730円

票 数

単勝票数 計1141648 的中 � 50537（6番人気）
複勝票数 計1383658 的中 � 58037（7番人気）� 20976（12番人気）� 13729（14番人気）
枠連票数 計 551609 的中 （1－4） 2616（33番人気）
馬連票数 計3178113 的中 �� 5584（68番人気）
馬単票数 計1141949 的中 �� 1058（132番人気）
ワイド票数 計1969594 的中 �� 4493（76番人気）�� 3792（81番人気）�� 1661（106番人気）
3連複票数 計4953693 的中 ��� 715（424番人気）
3連単票数 計5981108 的中 ��� 128（2403番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．7―48．7―1：00．6―1：12．5―1：24．2―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ローザノワール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2018．6．17 函館6着

2016．2．27生 牝5青鹿 母 ダノンスズラン 母母 パルムドールⅡ 24戦5勝 賞金 85，323，000円
［他本会外：4戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アトミックフォース号・オウケンムーン号・コスモカレンドゥラ号・ホウオウピースフル号・マイネルフラップ号・

ロフティフレーズ号

3307212月19日 晴 良 （3中山5） 第6日 第12競走 2，500�3歳以上1勝クラス
発走16時00分 （芝・右）

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
2：29．5
2：28．2

良
良

44 ボーンジーニアス 牡3鹿 55 田辺 裕信和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 456＋ 42：34．1 2．5�
710 スワーヴエルメ 牡3栗 55 石橋 脩�NICKS 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 526＋22 〃 � 2．8�
711 エリカヴァレリア 牝3鹿 53 三浦 皇成三木 正浩氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 460＋ 62：34．84 5．5�
22 � サンデイビス 牡3芦 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 日高 株式会社

ケイズ 504＋102：35．01 13．1�
33 ヴォリアーモ 牝4鹿 55 野中悠太郎 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 476＋102：35．1� 42．8	
11 � マベルロンジュ 牝4栗 55 武藤 雅落合 幸弘氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 B460－10 〃 ハナ 27．2

812 ギ ン ノ サ ジ 牝3青鹿53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 62：35．42 74．8�
56 ゼンダンピューマ �3栗 55 勝浦 正樹渡邊 善男氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 454± 0 〃 ハナ 19．9�
813 エクセレントラン �4鹿 57

54 ▲横山 琉人田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 476＋ 22：35．61� 68．1
45 ウインローズブーケ 牝4黒鹿55 丹内 祐次�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 446－ 22：36．02� 11．7�
69 ルージュフェリーク 牝3黒鹿53 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 452－ 22：36．42 48．9�
57 シゲルシイタケ 牡6鹿 57

55 △山田 敬士森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 468＋ 2 〃 クビ 259．7�
68 � ベストユエンモン 牡4鹿 57 丸田 恭介花野 友象氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 468＋ 22：47．3大差 312．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 75，132，200円 複勝： 85，763，700円 枠連： 33，245，700円
馬連： 152，618，500円 馬単： 64，667，800円 ワイド： 114，358，000円
3連複： 247，198，700円 3連単： 322，803，200円 計： 1，095，787，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 130円 � 150円 枠 連（4－7） 230円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 220円 �� 230円 �� 340円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，750円

票 数

単勝票数 計 751322 的中 � 234465（1番人気）
複勝票数 計 857637 的中 � 223436（1番人気）� 161447（2番人気）� 125566（3番人気）
枠連票数 計 332457 的中 （4－7） 108688（1番人気）
馬連票数 計1526185 的中 �� 237041（1番人気）
馬単票数 計 646678 的中 �� 50409（2番人気）
ワイド票数 計1143580 的中 �� 139644（1番人気）�� 133926（2番人気）�� 76721（3番人気）
3連複票数 計2471987 的中 ��� 252083（1番人気）
3連単票数 計3228032 的中 ��� 84919（1番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―11．9―12．5―12．7―13．1―12．7―12．2―12．1―12．3―12．3―11．6―12．2

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―18．5―30．4―42．9―55．6―1：08．7―1：21．4―1：33．6―1：45．7―1：58．0―2：10．3―2：21．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボーンジーニアス �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 Hurricane Run デビュー 2021．2．21 東京4着

2018．2．6生 牡3鹿 母 キ ズ ナ Ⅱ 母母 Al Amlah 9戦2勝 賞金 20，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔その他〕 ベストユエンモン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ベストユエンモン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年1月19日まで出走できない。

３レース目



（3中山5）第6日 12月19日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 182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

221，550，000円
3，020，000円
31，930，000円
1，610，000円
25，840，000円
81，089，000円
5，654，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
637，892，600円
806，789，100円
247，767，000円
1，264，108，500円
509，227，400円
926，415，200円
1，897，050，400円
2，233，730，900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 8，522，981，100円

総入場人員 4，620名 （有料入場人員 3，748名）
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