
3501312月5日 晴 良 （3中京6） 第2日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走9時55分 （ダート・左）

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
1：51．2
1：50．9

重
不良

88 � ハ ナ キ リ 牡2芦 55 松山 弘平大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Mr. & Mrs. Larry
D Williams 474＋ 41：55．4 1．4�

77 ナムラダイゴロー 牡2黒鹿55 城戸 義政奈村 睦弘氏 荒川 義之 日高 ナカノファーム 444＋ 21：55．71� 9．3�
22 ブリヨンカズマ 牡2芦 55 坂井 瑠星合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B514－ 21：56．55 22．8�
44 ミストルティン 牡2鹿 55 藤岡 康太野田 善己氏 加藤士津八 新ひだか 城地牧場 456＋ 21：56．81� 5．1�
66 タケルカムイ 牡2栗 55

52 ▲小沢 大仁森 保彦氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 538－ 21：57．33 252．3�
33 ウ ル テ 牡2栗 55 浜中 俊 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 新ひだか 矢野牧場 488± 01：58．36 9．9	
11 クリノヴィーナス 牝2芦 54 吉田 隼人栗本 博晴氏 橋田 満 様似 堀 弘康 470－ 6 〃 クビ 37．7

89 スケサンカクサン 牡2芦 55 内田 博幸小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 456± 01：59．89 36．8�
55 タツセイリュウ 牡2栗 55 川又 賢治鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 468＋ 82：02．8大差 120．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 24，645，500円 複勝： 77，184，600円 枠連： 5，255，500円
馬連： 31，259，300円 馬単： 21，671，000円 ワイド： 26，795，200円
3連複： 52，838，600円 3連単： 106，062，300円 計： 345，712，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 270円 枠 連（7－8） 470円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 210円 �� 460円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 4，680円

票 数

単勝票数 計 246455 的中 � 139679（1番人気）
複勝票数 計 771846 的中 � 602356（1番人気）� 37278（3番人気）� 16008（5番人気）
枠連票数 計 52555 的中 （7－8） 8514（3番人気）
馬連票数 計 312593 的中 �� 48110（2番人気）
馬単票数 計 216710 的中 �� 23838（3番人気）
ワイド票数 計 267952 的中 �� 39731（2番人気）�� 13985（6番人気）�� 5833（11番人気）
3連複票数 計 528386 的中 ��� 20680（6番人気）
3連単票数 計1060623 的中 ��� 16416（13番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―13．3―13．3―12．9―13．0―12．8―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．6―37．9―51．2―1：04．1―1：17．1―1：29．9―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ハ ナ キ リ 
�
父 Tapit 

�
母父 Dehere デビュー 2021．8．22 新潟5着

2019．4．6生 牡2芦 母 Tamarack Bay 母母 Gee Toto 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タツセイリュウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月5日まで平地競走に

出走できない。

3501412月5日 晴 良 （3中京6） 第2日 第2競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走10時25分 （ダート・左）

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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

816� ミキノバスドラム 牡3鹿 56
53 ▲原 優介谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 508± 01：13．0 4．5�

714� タイキザモーメント 牡4鹿 57 川又 賢治�大樹ファーム 松永 康利 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 504－ 6 〃 クビ 73．4�

12 インゴットバード 牡3鹿 56 C．ルメール 小島 吉彦氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム 504＋ 6 〃 クビ 2．3�
611 キョシンタンカイ 牡4黒鹿57 内田 博幸國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 518＋121：13．21� 81．7�
35 � ヒロシゲペッパー 牡4栗 57 松田 大作�岡 隆氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 B496＋ 4 〃 ハナ 39．6	
47 ヤマニンエルモサ 牝4鹿 55 伊藤 工真土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 488＋111：13．3� 113．4

815 キュムロンニンバス 牡3鹿 56 城戸 義政�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 500± 0 〃 ハナ 14．9�
11 エ レ グ ア 牡3鹿 56 坂井 瑠星豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 482± 01：13．4クビ 12．1�
510 カップッチョ 牡4鹿 57 松山 弘平�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 484＋ 81：13．61 13．6
48 � メイショウワダマ 牝4栗 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 絵笛牧場 462－ 41：13．71 9．0�
713 シ ャ ル ロ ワ 牝4鹿 55

52 ▲西谷 凜 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム B506＋ 41：13．91� 138．0�
24 � ヌ ン カ プ ト 牡4鹿 57 柴山 雄一ヌンクラブ� 柄崎 孝 浦河 不二牧場 454－ 21：14．0クビ 211．3�
23 ネイチャーラブリー 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 466＋ 61：14．1� 134．5�
612 チ カ リ ヨ ン 牝3鹿 54 武 豊松島 千佳氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B490＋ 81：14．2� 6．3�
36 タツリュウオー 牝3黒鹿54 松若 風馬�しょうじ 加用 正 新ひだか 城地牧場 442－ 41：14．73 32．8�
59 � スーパーノーマル 牝6黒鹿55 原田 和真 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 安平 追分ファーム 476＋ 41：14．8クビ 318．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，537，600円 複勝： 43，620，000円 枠連： 10，086，300円
馬連： 47，779，800円 馬単： 23，634，300円 ワイド： 48，820，500円
3連複： 75，551，800円 3連単： 81，691，300円 計： 366，721，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 670円 � 140円 枠 連（7－8） 5，740円

馬 連 �� 17，700円 馬 単 �� 23，660円

ワ イ ド �� 3，160円 �� 310円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 13，970円 3 連 単 ��� 113，020円

票 数

単勝票数 計 355376 的中 � 61924（2番人気）
複勝票数 計 436200 的中 � 75964（2番人気）� 10960（10番人気）� 104379（1番人気）
枠連票数 計 100863 的中 （7－8） 1360（19番人気）
馬連票数 計 477798 的中 �� 2091（40番人気）
馬単票数 計 236343 的中 �� 749（60番人気）
ワイド票数 計 488205 的中 �� 3617（35番人気）�� 46898（1番人気）�� 5508（24番人気）
3連複票数 計 755518 的中 ��� 4056（48番人気）
3連単票数 計 816913 的中 ��� 524（333番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―12．3―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．6―47．9―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミキノバスドラム �
�
父 ミキノバンジョー �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ

2018．4．16生 牡3鹿 母 ミキノモナコ 母母 ユ カ リ 5戦1勝 賞金 10，600，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

第６回 中京競馬 第２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



3501512月5日 晴 良 （3中京6） 第2日 第3競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走10時55分 （ダート・左）

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
1：47．6
1：47．6

重
重

611 トップザビル 牝3栗 54 柴山 雄一吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 438± 01：55．0 53．1�
816 メガキャット 牝3栗 54 松山 弘平中村 智幸氏 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 530＋101：55．21 7．9�
11 エ ル ソ ー ル 牝3鹿 54 横山 武史 �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 飛野牧場 432－14 〃 クビ 30．0�
612 バライロノキセキ 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 480＋ 21：55．3� 5．7�
59 ジェムフェザー 牝3鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：55．4� 1．7	
713 プルモナリア 牝3栗 54 坂井 瑠星�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 464＋ 21：55．61� 8．3

12 メイショウホタルビ 牝3栗 54 武 豊松本 和子氏 大橋 勇樹 浦河 赤田牧場 432＋ 2 〃 ハナ 21．3�
35 ベストシンガー 牝3鹿 54 藤岡 康太石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 446－ 21：56．02� 83．9�
815 ジェイエルフラッグ 牝5青鹿 55

52 ▲小林 凌大橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 436－161：56．21� 206．6
47 メデタシメデタシ 牝4鹿 55 松若 風馬堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 462－ 41：56．3クビ 279．1�
510 ルミナスナイト 牝4栗 55 内田 博幸岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 504－ 2 〃 クビ 45．7�
36 ブロードマリー 牝3鹿 54 伊藤 工真 �ユートピア牧場 林 徹 新ひだか 服部 牧場 426－ 6 〃 クビ 231．8�
23 ピクシーカット 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 468－ 81：56．4� 170．9�
714 キタサンマーベラス 牝3栗 54

51 ▲西谷 凜�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 470－ 61：56．71� 204．1�
24 プラウドルック 牝3鹿 54 幸 英明吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：56．8� 9．8�
48 セラスチューム 牝3栗 54

51 ▲原 優介ライオンレースホース� 加藤 和宏 安平 ノーザンファーム 480＋141：58．07 154．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，864，400円 複勝： 77，532，500円 枠連： 9，448，000円
馬連： 47，803，100円 馬単： 28，652，800円 ワイド： 53，998，800円
3連複： 77，577，700円 3連単： 103，643，200円 計： 439，520，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，310円 複 勝 � 1，920円 � 390円 � 1，190円 枠 連（6－8） 2，620円

馬 連 �� 22，680円 馬 単 �� 73，590円

ワ イ ド �� 6，000円 �� 16，420円 �� 3，490円

3 連 複 ��� 168，640円 3 連 単 ��� 1，417，760円

票 数

単勝票数 計 408644 的中 � 6149（9番人気）
複勝票数 計 775325 的中 � 9986（9番人気）� 58099（4番人気）� 16576（7番人気）
枠連票数 計 94480 的中 （6－8） 2785（10番人気）
馬連票数 計 478031 的中 �� 1633（38番人気）
馬単票数 計 286528 的中 �� 292（87番人気）
ワイド票数 計 539988 的中 �� 2321（40番人気）�� 842（72番人気）�� 4032（26番人気）
3連複票数 計 775777 的中 ��� 345（201番人気）
3連単票数 計1036432 的中 ��� 53（1188番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．6―13．4―13．1―13．4―12．9―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．4―50．8―1：03．9―1：17．3―1：30．2―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トップザビル �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Congrats デビュー 2020．10．24 京都7着

2018．3．7生 牝3栗 母 トップデサイル 母母 Sequoia Queen 12戦2勝 賞金 18，910，000円

3501612月5日 晴 良 （3中京6） 第2日 第4競走 1，400�2歳未勝利
発走11時25分 （芝・左）

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
1：20．9
1：20．1

良
良

714 パーサヴィアランス 牡2鹿 55 松山 弘平馬場 幸夫氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：22．5 6．3�
47 メ ト セ ラ 牡2黒鹿55 坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 アタマ 6．6�
612 アオイゴールドワン 牡2鹿 55 横山 武史新谷 幸義氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 464－ 21：22．6� 11．3�
817 ミ キ ネ ス 牝2青鹿54 浜中 俊�三嶋牧場 長谷川浩大 浦河 岡本牧場 456± 01：22．81� 96．0�
611 サトノドルチェ 牡2鹿 55 C．ルメール �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 476＋ 4 〃 クビ 2．1	
48 オ オ キ ニ 牡2鹿 55 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 456＋16 〃 ハナ 21．2

713 ランプロティタ 牝2鹿 54 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 468± 01：22．9� 10．9�
816 マ エ マ エ 牝2黒鹿54 吉田 隼人 �ニッシンホール

ディングス 久保田貴士 新ひだか チャンピオンズファーム 434－ 61：23．53� 10．2�
23 エスティメート 牡2栗 55 内田 博幸�ミルファーム 的場 均 浦河 猿橋 義昭 448± 01：23．61 309．9
11 ヒ ロ シ ク ン �2芦 55 松田 大作瀬谷 �雄氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524－ 81：23．7クビ 231．4�
12 メイマックス 牡2鹿 55 柴山 雄一古賀 和夫氏 昆 貢 新冠 上井農場 B458＋ 2 〃 ハナ 264．8�
818 ヴェーチェル 牝2栗 54

51 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 武市 康男 日高 春木ファーム 416± 0 〃 クビ 423．5�
36 アローゴールド 牡2栗 55

51 ★永島まなみ佐々木孝之氏 高橋 康之 新冠 柏木 一則 434＋ 41：23．91� 267．6�
59 ノーモアワーズ 牡2栗 55 藤岡 康太池袋レーシング 牧田 和弥 浦河 大北牧場 504＋28 〃 クビ 266．7�
35 ペイシャフラガール 牝2栗 54 荻野 極北所 直人氏 松永 康利 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 406－ 41：24．0� 432．2�
510 メロンボール 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 武 牧場 410± 0 〃 アタマ 954．0�
715 リヤンソウル 牝2黒鹿54 戸崎 圭太岡本 真二氏 佐々木晶三 浦河 日進牧場 448－101：24．95 17．6�
24 フレイムリリー 牝2黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁岡田 牧雄氏 深山 雅史 新ひだか 岡田スタツド 436－ 81：25．0� 582．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 57，359，400円 複勝： 78，378，200円 枠連： 15，279，500円
馬連： 69，332，200円 馬単： 31，195，400円 ワイド： 68，359，100円
3連複： 110，860，100円 3連単： 119，992，800円 計： 550，756，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 230円 � 240円 枠 連（4－7） 860円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 650円 �� 760円 �� 790円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 28，350円

票 数

単勝票数 計 573594 的中 � 75783（2番人気）
複勝票数 計 783782 的中 � 122897（2番人気）� 86912（3番人気）� 80409（4番人気）
枠連票数 計 152795 的中 （4－7） 13690（4番人気）
馬連票数 計 693322 的中 �� 24287（7番人気）
馬単票数 計 311954 的中 �� 4866（13番人気）
ワイド票数 計 683591 的中 �� 27435（6番人気）�� 22952（8番人気）�� 22098（9番人気）
3連複票数 計1108601 的中 ��� 16596（19番人気）
3連単票数 計1199928 的中 ��� 3068（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．8―35．4―47．4―59．1―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．1
3 7（11，14，16）（2，3，12）13（5，8，17）（1，9）（6，10）－（4，15）－18 4 7（11，14，16）（2，3，12）13（5，8）17（1，9）（6，10）15，4，18

勝馬の
紹 介

パーサヴィアランス �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．8．7 函館4着

2019．4．11生 牡2鹿 母 ハッピーアビラ 母母 ア ビ ラ 5戦1勝 賞金 10，970，000円
※ヒロシクン号・フレイムリリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3501712月5日 曇 良 （3中京6） 第2日 第5競走 2，000�2歳新馬
発走12時15分 （芝・左）

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
1：59．8
1：58．5

良
良

44 シェルビーズアイ 牡2黒鹿55 武 豊�桑田牧場 武 英智 浦河 桑田牧場 472 ―2：03．4 10．8�
11 レッドモンレーヴ 牡2鹿 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492 ― 〃 クビ 3．5�
66 クラップサンダー 牡2鹿 55 吉田 隼人深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 水上 習孝 454 ―2：03．93 44．7�
22 ダノンマイソウル 牡2鹿 55 川田 将雅�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 534 ― 〃 クビ 1．5�
33 トーホウムーラン 牡2鹿 55 幸 英明東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 506 ―2：04．85 28．3	
55 シュトルーヴェ 牡2黒鹿55 松山 弘平村木 克子氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 494 ―2：06．39 7．1


（6頭）

売 得 金
単勝： 45，204，200円 複勝： 37，528，900円 枠連： 発売なし
馬連： 30，750，700円 馬単： 27，331，900円 ワイド： 20，175，900円
3連複： 41，254，500円 3連単： 137，259，100円 計： 339，505，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 590円 � 280円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，400円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 6，400円 3 連 単 ��� 39，450円

票 数

単勝票数 計 452042 的中 � 35433（4番人気）
複勝票数 計 375289 的中 � 22651（4番人気）� 58278（2番人気）
馬連票数 計 307507 的中 �� 13997（5番人気）
馬単票数 計 273319 的中 �� 4751（12番人気）
ワイド票数 計 201759 的中 �� 11979（6番人気）�� 3528（14番人気）�� 4657（12番人気）
3連複票数 計 412545 的中 ��� 4827（17番人気）
3連単票数 計1372591 的中 ��� 2522（73番人気）

ハロンタイム 13．7―11．5―12．9―12．7―13．0―12．8―12．2―11．6―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．7―25．2―38．1―50．8―1：03．8―1：16．6―1：28．8―1：40．4―1：51．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6
1
3
・（1，3）6（2，4）－5・（1，3）6（2，4）－5

2
4
・（1，3）6（2，4）－5・（1，3）6（2，4）－5

勝馬の
紹 介

シェルビーズアイ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2019．2．3生 牡2黒鹿 母 ポントマイコ 母母 マイコノエリ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3501812月5日 曇 良 （3中京6） 第2日 第6競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・左）

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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

24 マイグレーション 牡3黒鹿56 M．デムーロ野村 茂雄氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 494＋ 41：25．4 7．8�
36 サノノヒーロー �3青 56

53 ▲小林 凌大佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 466＋ 4 〃 クビ 79．6�
12 � メイショウストーム �3鹿 56

53 ▲小沢 大仁松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 468＋ 61：25．5クビ 3．1�
59 アウリガテソーロ 牡3青鹿 56

53 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム B502－ 61：25．71� 66．3�

713� サンオブロジータ �4鹿 57 吉田 隼人�シンシアリー 萩原 清 日高 若林 順一 502＋ 8 〃 ハナ 29．3	
815 チュウワジョーダン �4黒鹿57 伊藤 工真中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 B444＋ 21：25．8	 32．3

23 � レイデルマール �3栗 56 横山 武史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高柳 瑞樹 新冠 高瀬牧場 510－ 4 〃 クビ 14．7�
35 シフクユウヒ 牡4栗 57 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 534＋ 61：25．9	 14．9�
816 ウ ー ゴ 牡4鹿 57 松若 風馬�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ B498＋ 21：26．43 6．0
48 
� グローバリズム 牝4栗 55 坂井 瑠星ゴドルフィン 田中 克典 愛 Godolphin 474－ 61：26．72 14．0�
714
 ショウナンマルーン 牡4芦 57 内田 博幸国本 哲秀氏 武市 康男 愛 John

O’Connor 510＋ 61：27．23 54．3�
11 アポログランツ 牡3栗 56 幸 英明アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 498＋ 61：27．3アタマ 15．9�
47 オーホンブリック 牡3鹿 56 川又 賢治�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋101：27．4	 66．8�
612 ビジューブリランテ 牡3栗 56 松山 弘平 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：27．5クビ 8．5�
611 フクノラプラーニュ 牡3黒鹿56 柴山 雄一福島 祐子氏 藤原 辰雄 日高 天羽 禮治 B490－ 21：27．6	 274．5�
510
 ロングボウマン 牡3鹿 56 福永 祐一ゴドルフィン 池上 昌和 英 Crecy Part-

nership 474－101：27．92 7．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，056，900円 複勝： 57，364，700円 枠連： 12，288，700円
馬連： 56，965，800円 馬単： 23，110，200円 ワイド： 62，287，800円
3連複： 100，998，000円 3連単： 97，343，500円 計： 448，415，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 260円 � 1，330円 � 150円 枠 連（2－3） 2，530円

馬 連 �� 20，690円 馬 単 �� 32，640円

ワ イ ド �� 5，550円 �� 610円 �� 3，810円

3 連 複 ��� 19，680円 3 連 単 ��� 148，570円

票 数

単勝票数 計 380569 的中 � 38966（4番人気）
複勝票数 計 573647 的中 � 56319（4番人気）� 8108（14番人気）� 127822（1番人気）
枠連票数 計 122887 的中 （2－3） 3762（15番人気）
馬連票数 計 569658 的中 �� 2133（65番人気）
馬単票数 計 231102 的中 �� 531（112番人気）
ワイド票数 計 622878 的中 �� 2771（61番人気）�� 28162（2番人気）�� 4066（52番人気）
3連複票数 計1009980 的中 ��� 3848（74番人気）
3連単票数 計 973435 的中 ��� 475（563番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―12．4―12．3―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．9―47．3―59．6―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイグレーション �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 カリズマティック デビュー 2020．12．12 中山1着

2018．4．1生 牡3黒鹿 母 テンザンコノハナ 母母 テンザンユタカ 10戦2勝 賞金 19，360，000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 ルージュエトワール号



3501912月5日 曇 良 （3中京6） 第2日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）

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
1：47．6
1：47．6

重
重

711 ラズルダズル 牡4鹿 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B462＋ 81：52．8 4．2�
69 メイショウミカワ 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 486＋ 81：53．86 1．8�
814 セブンデイズ 牡3青鹿 56

53 ▲原 優介前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 492＋ 41：53．9クビ 104．7�
22 リアルシング 牡4黒鹿 57

54 ▲小沢 大仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 542＋12 〃 クビ 20．5�

813 スズカルビコン 牡3栗 56 加藤 祥太永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 B506－ 41：54．53� 33．0	
610 ハイエストポイント 牡3青鹿56 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 21：54．6� 8．0

33 サイモンルグラン 牡4鹿 57 福永 祐一澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 502＋ 41：54．92 15．6�
34 ヴィクトリオン 牡3鹿 56 原田 和真菅原 広隆氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 506＋ 81：55．21� 567．5�
46 � ベルクハイム 牡4栗 57

54 ▲西谷 凜栗嶋 豊明氏 天間 昭一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 532－ 71：55．62� 251．7

45 ジェイエルブリッジ 牡3芦 56
53 ▲小林 凌大橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 482＋10 〃 ハナ 302．7�

57 スマイルフェアリー 牝3青 54
52 ◇藤田菜七子飯田 真也氏 尾関 知人 日高 浜本牧場 448－ 21：56．13 73．6�

11 グランディス �3鹿 56 C．ルメール 石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 栄進牧場 B456－ 21：57．27 6．4�
58 サツキティアラ 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 荻伏三好フ

アーム 478－ 21：58．47 163．2�
712 アレヴィクトワール 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B486－ 42：08．0大差 308．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，791，000円 複勝： 67，761，900円 枠連： 9，626，000円
馬連： 53，107，300円 馬単： 28，101，900円 ワイド： 51，269，000円
3連複： 84，608，800円 3連単： 123，264，600円 計： 458，530，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 110円 � 670円 枠 連（6－7） 300円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 210円 �� 2，760円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 24，440円

票 数

単勝票数 計 407910 的中 � 76912（2番人気）
複勝票数 計 677619 的中 � 88794（2番人気）� 318894（1番人気）� 11487（8番人気）
枠連票数 計 96260 的中 （6－7） 24255（1番人気）
馬連票数 計 531073 的中 �� 110520（1番人気）
馬単票数 計 281019 的中 �� 20324（4番人気）
ワイド票数 計 512690 的中 �� 78022（1番人気）�� 4066（23番人気）�� 7845（18番人気）
3連複票数 計 846088 的中 ��� 11632（17番人気）
3連単票数 計1232646 的中 ��� 3656（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．7―49．5―1：02．2―1：14．9―1：27．9―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

ラズルダズル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．8．25 小倉2着

2017．1．27生 牡4鹿 母 ラシンティランテ 母母 アドマイヤキラメキ 19戦1勝 賞金 29，490，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サツキティアラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月5日まで平地競走

に出走できない。
アレヴィクトワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月5日まで平地競
走に出走できない。

3502012月5日 曇 良 （3中京6） 第2日 第8競走 2，200�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・左）

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
2：09．9
2：09．7

良
良

59 ロードプレジール 牡3黒鹿55 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 476－ 42：13．0 2．7�
713 レ ベ ラ ン ス 牡3鹿 55 M．デムーロ �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B456＋ 62：13．1� 6．6�
612 ブリングトゥライフ 牝3鹿 53 川又 賢治�G1レーシング 畑端 省吾 安平 追分ファーム 472＋122：13．31� 10．5�
715 ウインザナドゥ 牡3栗 55 松若 風馬�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 22：13．51� 12．9�
818 ウィンドリッパー 牡3鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 クビ 5．2	
714 アレクサンドロス 牡3黒鹿55 福永 祐一吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504＋ 62：13．81� 39．7

35 タマモネックタイ 牡3鹿 55

52 ▲小沢 大仁タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 486＋14 〃 ハナ 93．2�
11 ネイチャーシップ 牡3芦 55

53 ◇藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 478＋ 42：13．9� 142．3�
48 ラフダイヤモンド 牝4栗 55 内田 博幸�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 482＋ 8 〃 クビ 102．1
817 ミスカイウラニ 牝3鹿 53

49 ★永島まなみ諸江 幸祐氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 448＋ 6 〃 ハナ 60．5�
36 コスモホクシン 牡3鹿 55 荻野 極 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 82：14．0� 291．8�
23 マイネルヒッツェ 牡3芦 55 吉田 隼人 �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 462± 0 〃 ハナ 6．9�
47 トーセンクライマー 牡3芦 55 松田 大作島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－ 62：14．21 188．2�
816 レットミーアウト 牝4黒鹿55 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B486＋ 62：14．52 22．3�
611 セータステソーロ 牡3栗 55

52 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 伊坂 重信 新冠 新冠橋本牧場 508＋ 82：15．03 66．2�

12 エ バ ー マ ノ 牝4黒鹿55 藤岡 康太宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 484＋ 42：15．1� 154．8�
24 ゲンパチムサシ 牡3鹿 55 戸崎 圭太平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 前田ファーム B506＋182：15．2� 18．0�
510 ピ ナ 牝3鹿 53 坂井 瑠星畑佐 博氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 476－ 82：15．3クビ 40．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，250，500円 複勝： 58，387，600円 枠連： 13，565，200円
馬連： 56，302，200円 馬単： 23，147，000円 ワイド： 53，607，300円
3連複： 88，408，700円 3連単： 96，479，600円 計： 427，148，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 210円 � 220円 枠 連（5－7） 630円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 390円 �� 840円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 18，250円

票 数

単勝票数 計 372505 的中 � 110114（1番人気）
複勝票数 計 583876 的中 � 155910（1番人気）� 63132（4番人気）� 55668（5番人気）
枠連票数 計 135652 的中 （5－7） 16467（2番人気）
馬連票数 計 563022 的中 �� 44880（2番人気）
馬単票数 計 231470 的中 �� 10977（2番人気）
ワイド票数 計 536073 的中 �� 37777（2番人気）�� 15855（8番人気）�� 11273（13番人気）
3連複票数 計 884087 的中 ��� 13196（11番人気）
3連単票数 計 964796 的中 ��� 3831（26番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．3―12．8―12．8―12．9―11．9―12．0―12．1―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．4―34．7―47．5―1：00．3―1：13．2―1：25．1―1：37．1―1：49．2―2：00．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ロードプレジール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．12．6 阪神1着

2018．5．10生 牡3黒鹿 母 キャトルフィーユ 母母 ワンフォーローズ 7戦2勝 賞金 18，646，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アンシャンテ号・タイミングハート号



3502112月5日 曇 良 （3中京6） 第2日 第9競走 ��
��1，600�こ う や ま き 賞

発走14時15分 （芝・左）
2歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

77 ソ リ タ リ オ 牡2栗 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：35．3 2．0�
11 ウナギノボリ 牡2黒鹿55 吉田 隼人小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 464－ 41：35．4クビ 8．2�
66 レッドラマンシュ 牡2黒鹿55 武 豊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 浦河 富田牧場 466－ 21：35．51 4．9�
55 サウンドクレア 牝2鹿 54 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 436＋ 81：35．6アタマ 6．6�
88 セイウンハーデス 牡2黒鹿55 幸 英明西山 茂行氏 橋口 慎介 浦河 �川 啓一 472＋10 〃 ハナ 10．9	
44 サ ン カ ル パ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 26．4

22 ジャカランダ 牡2黒鹿55 坂井 瑠星�ノースヒルズ 河内 洋 新ひだか 土居牧場 582＋ 21：36．45 56．4�
33 カレンマックナイト 牡2黒鹿55 松若 風馬鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 432－ 6 〃 クビ 36．7�
89 スマイルバック 牝2青 54 C．ルメールライオンレースホース� 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 アタマ 16．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 60，919，800円 複勝： 60，247，400円 枠連： 8，441，800円
馬連： 65，231，900円 馬単： 32，657，000円 ワイド： 48，779，600円
3連複： 83，433，200円 3連単： 149，607，100円 計： 509，317，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（1－7） 890円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 270円 �� 220円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 5，040円

票 数

単勝票数 計 609198 的中 � 247943（1番人気）
複勝票数 計 602474 的中 � 215047（1番人気）� 73140（4番人気）� 87594（3番人気）
枠連票数 計 84418 的中 （1－7） 7304（4番人気）
馬連票数 計 652319 的中 �� 60580（3番人気）
馬単票数 計 326570 的中 �� 19900（4番人気）
ワイド票数 計 487796 的中 �� 46598（3番人気）�� 64330（1番人気）�� 19606（9番人気）
3連複票数 計 834332 的中 ��� 56665（3番人気）
3連単票数 計1496071 的中 ��� 21493（9番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．9―12．0―11．8―11．5―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．3―48．3―1：00．1―1：11．6―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ソ リ タ リ オ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．6．27 東京2着

2019．2．16生 牡2栗 母 サブトゥエンティ 母母 ラ イ ラ プ ス 4戦2勝 賞金 20，210，000円
〔発走状況〕 ソリタリオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

3502212月5日 曇 良 （3中京6） 第2日 第10競走 ��1，600�中 京 日 経 賞
発走14時50分 （芝・左）

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
日本経済新聞社賞（1着）

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

711� サマートゥリスト 牝3黒鹿54 福永 祐一ゴドルフィン 藤原 英昭 愛 Godolphin 480－ 61：35．1 5．4�
22 ジャスティンカフェ 牡3鹿 56 川田 将雅三木 正浩氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 486－ 6 〃 ハナ 1．7�
57 テ ン バ ガ ー 牡3鹿 56 M．デムーロ�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 524± 01：35．41� 8．5�
11 ジュリアバローズ 牝3黒鹿54 C．ルメール 猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 クビ 4．2�
56 グレイテスト 牝5芦 55 内田 博幸荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 490± 0 〃 ハナ 92．6�
44 ミッキーバディーラ 牝5鹿 55 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 B490± 01：35．82� 26．7	
69 レッドライデン 牡4青鹿57 横山 武史 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 490＋ 8 〃 アタマ 25．9

710 フェルミスフィア 牝4栗 55 荻野 極 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 444－ 21：36．0� 173．6�
812 セグレドスペリオル 牡5鹿 57 松若 風馬名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：36．1� 153．5
45 ヴェルザスカ 牝4鹿 55 吉田 隼人矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 446± 01：36．31� 38．1�
813 アドマイヤシナイ 牡7鹿 57 坂井 瑠星近藤 旬子氏 柄崎 孝 洞	湖 レイクヴィラファーム 460－101：36．51
 405．4�
68 � ジ ェ フ リ ー 牡3黒鹿56 柴山 雄一吉田 勝利氏 天間 昭一 日高 有限会社 エ

スティファーム B468－ 41：36．6� 551．8�
33 ジオフロント 牡3鹿 56 武 豊 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B452＋ 4 〃 ハナ 70．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 69，538，100円 複勝： 89，003，200円 枠連： 16，277，200円
馬連： 114，439，100円 馬単： 55，344，400円 ワイド： 79，425，000円
3連複： 168，035，800円 3連単： 269，650，000円 計： 861，712，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 140円 � 110円 � 150円 枠 連（2－7） 350円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 180円 �� 470円 �� 260円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 5，400円

票 数

単勝票数 計 695381 的中 � 101189（3番人気）
複勝票数 計 890032 的中 � 113352（2番人気）� 413680（1番人気）� 97835（4番人気）
枠連票数 計 162772 的中 （2－7） 35732（1番人気）
馬連票数 計1144391 的中 �� 238283（1番人気）
馬単票数 計 553444 的中 �� 48501（3番人気）
ワイド票数 計 794250 的中 �� 136658（1番人気）�� 35647（6番人気）�� 74308（3番人気）
3連複票数 計1680358 的中 ��� 131641（2番人気）
3連単票数 計2696500 的中 ��� 36161（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．7―36．8―48．9―1：01．1―1：12．3―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

�サマートゥリスト �
�
父 Dubawi �

�
母父 Tanino Gimlet デビュー 2021．5．8 中京2着

2018．2．24生 牝3黒鹿 母 Midsummer Fair 母母 Strawberry Fair 6戦3勝 賞金 33，029，000円

１レース目



3502312月5日 曇 良 （3中京6） 第2日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��1，800�第22回チャンピオンズカップ（ＧⅠ）

発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�
減

名古屋競馬株式会社賞・日本馬主協会連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞・日本地方競馬馬主振興協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 100，000，000円 40，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 10，000，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000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

1：47．6
1：47．6
1：48．5

重
重
良

36 テーオーケインズ 牡4栗 57 松山 弘平小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 61：49．7 3．3�
713 チュウワウィザード 牡6青鹿57 戸崎 圭太中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：50．76 4．6�
611 アナザートゥルース �7栗 57 坂井 瑠星 �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 482－ 21：50．8	 115．4�
24 イ ン テ ィ 牡7栗 57 武 豊武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 516－10 〃 クビ 18．7�
23 サンライズノヴァ 牡7栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 534－ 11：51．01
 78．9�
59 オーヴェルニュ 牡5鹿 57 福永 祐一杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 478－ 21：51．1アタマ 14．0	
815 メイショウハリオ 牡4栗 57 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 508－ 2 〃 アタマ 24．8

48 スワーヴアラミス 牡6鹿 57 松田 大作�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486＋ 81：51．31
 120．2�
35 エアスピネル 牡8栗 57 藤岡 康太 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 486＋ 41：51．4	 43．3�
12 � カジノフォンテン 牡5栗 57 M．デムーロ吉橋 興生氏 山下 貴之 登別 登別上水牧場 532－ 41：51．72 17．9

（船橋）

816� カフェファラオ 牡4鹿 57 C．ルメール 西川 光一氏 堀 宣行 米 Paul P.
Pompa B520－ 4 〃 ハナ 9．6�

11 ソ ダ シ 牝3白 54 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470－ 41：52．01	 4．5�

510 ケイティブレイブ 牡8栗 57 内田 博幸瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 岡野牧場 526＋ 31：52．1クビ 216．9�
612 クリンチャー 牡7鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 498＋ 41：52．42 18．6�
47 サンライズホープ 牡4鹿 57 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B554＋141：52．6	 14．6�
714 ダノンファラオ 牡4青鹿57 横山 武史�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 538－ 21：54．210 76．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 806，835，900円 複勝： 781，453，600円 枠連： 367，749，400円
馬連： 2，110，529，500円 馬単： 802，726，600円 ワイド： 1，405，404，900円
3連複： 4，374，875，400円 3連単： 6，081，550，100円 計： 16，731，125，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 150円 � 1，150円 枠 連（3－7） 600円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 280円 �� 4，570円 �� 5，540円

3 連 複 ��� 17，650円 3 連 単 ��� 52，660円

票 数

単勝票数 計8068359 的中 � 1926915（1番人気）
複勝票数 計7814536 的中 � 1788972（1番人気）� 1571703（2番人気）� 108169（13番人気）
枠連票数 計3677494 的中 （3－7） 467411（1番人気）
馬連票数 計21105295 的中 �� 2652181（1番人気）
馬単票数 計8027266 的中 �� 544985（1番人気）
ワイド票数 計14054049 的中 �� 1566408（1番人気）�� 71029（50番人気）�� 58435（58番人気）
3連複票数 計43748754 的中 ��� 185850（65番人気）
3連単票数 計60815501 的中 ��� 83719（161番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．9―12．8―12．1―12．3―12．2―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―36．5―49．3―1：01．4―1：13．7―1：25．9―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3
1－4（7，11）（2，6）12（5，9）13（15，16）（3，14）8，10
1，4（2，7，11）6（5，12，16）9（13，15）（8，3，10）－14

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

勝馬の
紹 介

テーオーケインズ �
�
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 2019．10．19 京都3着

2017．4．27生 牡4栗 母 マキシムカフェ 母母 カフェピノコ 12戦7勝 賞金 225，117，000円
［他本会外：3戦1勝］

〔発走状況〕 ダノンファラオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダノンファラオ号は，令和3年12月6日から令和3年12月26日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ケンシンコウ号・タガノビューティー号

3502412月5日 曇 良 （3中京6） 第2日 第12競走 ��1，400�
な る み

鳴 海 特 別
発走16時15分 （ダート・左）

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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

816� ハリーバローズ 牡4鹿 57 松山 弘平猪熊 広次氏 上村 洋行 米
Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

B496＋ 81：24．5 2．9�
12 オーマイガイ 牡8栗 57 内田 博幸廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 476＋ 61：24．92� 3．7�
815 ヤ ウ ガ ウ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：25．0� 10．7�
47 コンクエストシチー 	9栗 57 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 466± 01：25．1クビ 260．9�
510 レッドブロンクス 牡4黒鹿57 武 豊 �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：25．31 4．3�
36 サイヤダンサー 牡4鹿 57 藤田菜七子西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 466＋ 8 〃 クビ 86．1	
611 ゲンパチマイティー 牡4鹿 57 荻野 極平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 524＋141：25．51
 50．0

24 ナ ム ラ ブ ル 牡5鹿 57 川又 賢治奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 486－ 21：25．6� 258．2�
48 ファイヴレター 牡4青鹿57 吉田 隼人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 450－ 61：25．7アタマ 14．2�
714 ド ゥ リ ト ル 牡6黒鹿57 坂井 瑠星大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 496＋ 4 〃 クビ 120．5
59 � エスケーアタランタ 牝5黒鹿55 柴山 雄一菅藤 宗一氏 木原 一良 森 笹川大晃牧場 468＋ 21：25．8クビ 18．9�
612 タガノペルマネンテ 牝4黒鹿55 松若 風馬八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448－ 21：26．11� 42．7�
35 ゼヒニオヨバズ 	5黒鹿57 小沢 大仁サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 528＋ 21：26．2� 236．0�
713 ウインプロスト 牡3鹿 56 原 優介�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム B478＋141：26．3� 155．6�
23 クリノレオノール 牝7鹿 55 加藤 祥太栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 日西牧場 482－ 21：26．61� 367．5�
11 アメージングラン 牡4鹿 57 幸 英明深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 512－ 4 〃 ハナ 9．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，056，900円 複勝： 101，947，700円 枠連： 42，966，100円
馬連： 182，264，600円 馬単： 75，720，600円 ワイド： 141，384，000円
3連複： 292，596，000円 3連単： 376，097，700円 計： 1，303，033，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 140円 � 220円 枠 連（1－8） 350円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 250円 �� 510円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 6，760円

票 数

単勝票数 計 900569 的中 � 248419（1番人気）
複勝票数 計1019477 的中 � 225013（1番人気）� 199580（2番人気）� 93582（5番人気）
枠連票数 計 429661 的中 （1－8） 92519（1番人気）
馬連票数 計1822646 的中 �� 257319（1番人気）
馬単票数 計 757206 的中 �� 57843（1番人気）
ワイド票数 計1413840 的中 �� 160983（1番人気）�� 66574（4番人気）�� 50416（9番人気）
3連複票数 計2925960 的中 ��� 110419（3番人気）
3連単票数 計3760977 的中 ��� 40295（8番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―12．0―12．3―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．4―46．4―58．7―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハリーバローズ �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Lomitas デビュー 2019．11．2 京都3着

2017．5．6生 牡4鹿 母 Isobel Baillie 母母 Dubai Soprano 13戦3勝 賞金 41，655，000円

４レース目



（3中京6）第2日 12月5日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

370，870，000円
24，460，000円
6，220，000円
44，840，000円
9，000，000円
72，037，750円
5，184，500円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
1，347，060，200円
1，530，410，300円
510，983，700円
2，865，765，500円
1，173，293，100円
2，060，307，100円
5，551，038，600円
7，742，641，300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 22，781，499，800円

総入場人員 3，368名 （有料入場人員 2，966名）
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