
3502512月11日 晴 良 （3中京6） 第3日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10時00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

11 ハ セ ド ン 牡2栗 55 三浦 皇成三木 正浩氏 安田 翔伍 浦河 杵臼牧場 B490－ 41：54．6 6．3�
811 マテンロウマジック 牡2鹿 55 横山 典弘寺田千代乃氏 高橋 亮 新冠 秋田牧場 486－ 21：55．13 2．3�
44 ルイナールカズマ 牡2黒鹿55 吉田 隼人合同会社雅苑興業 奥村 豊 浦河 高昭牧場 480－101：56．05 12．7�
67 セイウンフィーバー 牡2芦 55

52 ▲小林 凌大西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中山 高鹿康 432＋101：56．32 89．1�
33 ダンツエスプリ 牡2栗 55

52 ▲角田 大和山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 470－ 41：56．4クビ 4．8�
812 フィズアップ 牡2芦 55 中井 裕二西森 功氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 478－ 81：56．72 19．3�
55 フジフォンテ 牡2青鹿55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 458－ 21：56．91 197．9	
710 ショウサンキズナ 牡2鹿 55

54 ☆秋山 稔樹鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 504－ 21：57．75 11．7

22 オールタイムハイ 牡2青 55

52 ▲小沢 大仁池江 泰郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 492± 01：57．91� 6．4�
79 プチョヘンザ 牡2鹿 55 城戸 義政�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 508－ 81：58．75 226．5
68 アイファーラニオー 牡2栗 55 藤井勘一郎中島 稔氏 �島 一歩 日高 Wing Farm 478＋ 41：58．8クビ 124．3�
56 リリーラッシャー 牡2鹿 55 川須 栄彦土井 孝夫氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 B484－ 42：00．07 161．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，032，300円 複勝： 35，629，900円 枠連： 5，741，200円
馬連： 36，838，300円 馬単： 20，804，900円 ワイド： 34，725，100円
3連複： 55，238，300円 3連単： 72，661，400円 計： 292，671，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 120円 � 360円 枠 連（1－8） 630円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，300円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 14，150円

票 数

単勝票数 計 310323 的中 � 40909（3番人気）
複勝票数 計 356299 的中 � 43386（3番人気）� 116759（1番人気）� 16698（7番人気）
枠連票数 計 57412 的中 （1－8） 6980（2番人気）
馬連票数 計 368383 的中 �� 39994（2番人気）
馬単票数 計 208049 的中 �� 8910（5番人気）
ワイド票数 計 347251 的中 �� 32281（2番人気）�� 6231（15番人気）�� 12865（8番人気）
3連複票数 計 552383 的中 ��� 14216（10番人気）
3連単票数 計 726614 的中 ��� 3721（46番人気）

ハロンタイム 13．3―11．4―13．5―13．0―12．4―12．8―12．8―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．7―38．2―51．2―1：03．6―1：16．4―1：29．2―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．2
1
3
4，9（5，7，11）（6，12）（1，8）－（2，10）3・（4，9）11，5（7，12）－（6，8，10）（3，1）2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハ セ ド ン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．11．21 東京6着

2019．4．23生 牡2栗 母 クイーンオリーブ 母母 オリーブブランチ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 マテンロウマジック号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リリーラッシャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月11日まで平地競

走に出走できない。

3502612月11日 晴 良 （3中京6） 第3日 第2競走 1，200�2歳未勝利
発走10時30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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

36 テイエムランウェイ 牡2栗 55 岩田 康誠竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 486－ 41：12．8 3．4�
510 デルマシルフ 牝2鹿 54

51 ▲西谷 凜浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 白井牧場 458± 01：13．44 32．6�
35 ベ ル ド ラ ゴ 牡2鹿 55

52 ▲小沢 大仁吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 472＋ 21：13．71� 4．9�
11 リ ン ド ラ ゴ 牡2黒鹿55 吉田 隼人 �シルクレーシング 高野 友和 平取 坂東牧場 490－ 81：13．8� 15．1�
612 グラサージュ 牝2黒鹿54 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 日高 下河辺牧場 514＋ 21：14．11� 281．6�
713 クリノミニスター 牡2鹿 55 城戸 義政栗本 守氏 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 476＋ 6 〃 クビ 90．8	
816 トニカクビジン 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 佐々木 康治 400－ 81：14．2� 90．3

59 ルルネージュ 牝2芦 54 丹内 祐次ディアレストクラブ� 武市 康男 浦河 宮内牧場 470－ 21：14．3� 22．3�
23 タイガークリスエス 牡2黒鹿55 武 豊伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別牧場 478＋ 21：14．72 5．9
815 エールゴージューン 牡2栗 55 池添 謙一佐伯由加理氏 武 英智 新ひだか 藤原牧場 436－ 2 〃 アタマ 77．4�
12 ミラクルスター 牡2黒鹿55 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 高山牧場 506－ 21：14．8クビ 130．6�
714 アリアンロッド 牝2栗 54 藤井勘一郎�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488± 0 〃 クビ 75．1�
48 バーグチャン 牝2黒鹿54 加藤 祥太戸佐 眞弓氏 杉山 佳明 日高 白瀬 盛雄 422＋ 81：14．9クビ 184．3�
47 ユ メ コ イ 牝2栗 54

51 ▲角田 大和古賀 禎彦氏 飯田 祐史 新ひだか 築紫 洋 418＋ 8 〃 ハナ 226．6�
24 チョウジュクムスメ 牝2鹿 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 スウィング

フィールド牧場 458± 01：15．0� 434．7�
611 カレンブルーローズ 牡2鹿 55

54 ☆富田 暁鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 442－ 21：15．11 3．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，583，900円 複勝： 43，718，600円 枠連： 8，956，900円
馬連： 38，110，900円 馬単： 19，188，900円 ワイド： 39，825，500円
3連複： 62，114，800円 3連単： 64，619，100円 計： 309，118，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 480円 � 160円 枠 連（3－5） 1，060円

馬 連 �� 6，030円 馬 単 �� 8，950円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 320円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 5，370円 3 連 単 ��� 31，930円

票 数

単勝票数 計 325839 的中 � 80750（2番人気）
複勝票数 計 437186 的中 � 99843（1番人気）� 16116（7番人気）� 78716（3番人気）
枠連票数 計 89569 的中 （3－5） 6511（5番人気）
馬連票数 計 381109 的中 �� 4898（17番人気）
馬単票数 計 191889 的中 �� 1608（28番人気）
ワイド票数 計 398255 的中 �� 5096（18番人気）�� 36418（2番人気）�� 6440（16番人気）
3連複票数 計 621148 的中 ��� 8672（17番人気）
3連単票数 計 646191 的中 ��� 1467（93番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―12．2―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．9―47．1―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムランウェイ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．11．7 阪神11着

2019．4．7生 牡2栗 母 タイムトゥラン 母母 アイオーユー 3戦1勝 賞金 5，610，000円

第６回 中京競馬 第３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



3502712月11日 晴 良 （3中京6） 第3日 第3競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走11時00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

610 タイキフォース 牡3栗 56 C．ルメール�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 484＋ 61：52．7 1．9�

35 ステイブルアスク 牝3栗 54
50 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 428＋ 21：54．08 2．3�

814 トモジャチャーリー 牡5鹿 57 川又 賢治吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 506＋ 41：54．11 90．0�
22 セイシェルノユウヒ 牡4芦 57 藤岡 康太宮城 寛也氏 高橋 文雅 新冠 スカイビーチステーブル 482＋101：54．95 14．6�
815 エアーレジーナ 牝3鹿 54 吉田 隼人遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484± 01：55．53� 84．0	
59 ホウオウヴォーヌ 牡3栗 56 丹内 祐次小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド B474＋ 21：55．6� 47．9

34 � ゾ ロ 牡5栗 57 松岡 正海北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 472＋ 21：55．81� 157．1�
611 メイショウオルセー 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 414＋14 〃 アタマ 180．1
46 � ヴ ァ ル ガ ス 牡3鹿 56

53 ▲原 優介�フクキタル 高橋 祥泰 新冠 パカパカ
ファーム 506－ 81：56．22� 52．3�

713 シバノトロフェオ 牡3黒鹿 56
55 ☆秋山 稔樹柴 一男氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 500－ 61：56．51� 177．6�
23 バルンストック �4黒鹿 57

56 ☆富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 486± 01：56．6� 38．8�

712 シュバルツイェガー 牡4黒鹿 57
54 ▲小沢 大仁西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 478＋ 61：57．45 13．6�

58 アドマイヤリーブラ 牡5栗 57 荻野 極近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B478－ 41：58．03� 390．8�
47 � ル リ オ ウ 牡3芦 56 和田 竜二大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 502－ 81：58．1� 19．7�
11 シングンバズーカ 牡4黒鹿57 小牧 太伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 B480＋ 81：58．31� 100．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，690，500円 複勝： 46，201，400円 枠連： 9，877，300円
馬連： 44，398，200円 馬単： 25，241，400円 ワイド： 45，312，500円
3連複： 69，766，200円 3連単： 92，838，400円 計： 370，325，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 550円 枠 連（3－6） 210円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，170円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 7，970円

票 数

単勝票数 計 366905 的中 � 152015（1番人気）
複勝票数 計 462014 的中 � 136262（2番人気）� 137550（1番人気）� 10033（9番人気）
枠連票数 計 98773 的中 （3－6） 35828（1番人気）
馬連票数 計 443982 的中 �� 136425（1番人気）
馬単票数 計 252414 的中 �� 45939（1番人気）
ワイド票数 計 453125 的中 �� 100222（1番人気）�� 8007（14番人気）�� 4479（22番人気）
3連複票数 計 697662 的中 ��� 14312（9番人気）
3連単票数 計 928384 的中 ��� 8437（18番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．3―12．6―12．4―12．5―12．7―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．3―49．9―1：02．3―1：14．8―1：27．5―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．9
1
3
7，10（6，12）14，11（3，5，13）－9，2，4，1，8－15・（10，14）（7，5）13（6，12，11，1，9）（3，2）8，4，15

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

勝馬の
紹 介

タイキフォース �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 Any Given Saturday デビュー 2020．12．20 中京4着

2018．5．10生 牡3栗 母 アッシュベリー 母母 ア シ ェ ラ フ 6戦2勝 賞金 17，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドマイヤリーブラ号・ルリオウ号・シングンバズーカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和4年1月11日まで平地競走に出走できない。
※ヴァルガス号・バルンストック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3502812月11日 晴 良 （3中京6） 第3日 第4競走 1，600�2歳未勝利
発走11時30分 （芝・左）

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
1：33．1
1：32．3

良
良

59 ルピナスリード 牝2黒鹿54 池添 謙一�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 450－ 61：36．5 3．0�
35 テイエムオードリー 牝2青鹿 54

53 ☆富田 暁竹園 正繼氏 加藤 和宏 新冠 樋渡 志尚 458－121：36．6� 283．4�
815 アンジェリーナ 牝2栗 54 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム 428＋ 21：36．71 5．3�
36 セントカメリア 牝2鹿 54 松岡 正海 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 436＋ 4 〃 クビ 7．0�
23 ア エ リ ー ゾ 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 446－ 41：36．8クビ 5．1�
714 ア ル テ ィ ヒ 牝2鹿 54 武 豊	ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 41：37．01� 21．2

611 ル ミ ネ イ ト 牝2鹿 54 吉田 隼人ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 61：37．1� 7．7�
713 カヨウネンカ 牝2栗 54 M．デムーロ�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 442－ 4 〃 クビ 36．4�
24 クインズグレイト 牝2青鹿54 藤岡 康太 	ケイアイスタリオン 野中 賢二 新ひだか 松田牧場 B438± 0 〃 アタマ 63．6
47 ルクスレジーナ 牝2鹿 54 岩田 康誠杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 460＋ 8 〃 アタマ 20．7�
48 カルチェリノイオリ 牝2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 430－ 81：37．2� 55．7�
510 ショウナンナウシカ 牝2鹿 54 和田 竜二国本 哲秀氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 438－101：37．3クビ 147．3�
11 アメカテソーロ 牝2栗 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス	 加藤士津八 日高 リョーケンファー
ム株式会社 468－ 41：37．4� 34．2�

12 ウェルシュゴールド 牝2栗 54
53 ☆秋山 稔樹 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 日高 出口牧場 470－ 2 〃 クビ 315．1�
612 スナークステージ 牝2芦 54

51 ▲小沢 大仁杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 414＋ 21：37．82� 664．4�
816 ショウナンラブリー 牝2鹿 54 浜中 俊�湘南 稲垣 幸雄 新ひだか 静内フアーム 416－ 81：40．9大差 196．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，203，800円 複勝： 72，101，200円 枠連： 8，208，400円
馬連： 51，747，500円 馬単： 21，672，500円 ワイド： 56，722，100円
3連複： 79，152，000円 3連単： 81，394，700円 計： 417，202，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 4，310円 � 200円 枠 連（3－5） 1，020円

馬 連 �� 48，960円 馬 単 �� 55，660円

ワ イ ド �� 10，560円 �� 330円 �� 14，750円

3 連 複 ��� 49，100円 3 連 単 ��� 315，560円

票 数

単勝票数 計 462038 的中 � 126376（1番人気）
複勝票数 計 721012 的中 � 146525（1番人気）� 2966（14番人気）� 99988（5番人気）
枠連票数 計 82084 的中 （3－5） 6230（3番人気）
馬連票数 計 517475 的中 �� 819（62番人気）
馬単票数 計 216725 的中 �� 292（99番人気）
ワイド票数 計 567221 的中 �� 1267（59番人気）�� 50753（1番人気）�� 905（68番人気）
3連複票数 計 791520 的中 ��� 1209（111番人気）
3連単票数 計 813947 的中 ��� 187（670番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．6―49．0―1：01．5―1：13．2―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

ルピナスリード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．11．20 阪神2着

2019．2．18生 牝2黒鹿 母 ル パ ン Ⅱ 母母 Promising Lead 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 テイエムオードリー号の騎手富田暁は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンラブリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月11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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シゲルローズ号



3502912月11日 晴 良 （3中京6） 第3日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時20分 （ダート・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
1：23．6
1：23．0

稍重
重

710 ナッカーフェイス 牡2鹿 55
54 ☆亀田 温心 STレーシング 北出 成人 新冠 オリエント牧場 440 ―1：26．2 13．6�

812 ブルーノート 牡2栗 55 川須 栄彦薪浦 州平氏 梅田 智之 新冠 松浦牧場 482 ―1：26．94 47．3�
711 キタノセレナード 牡2鹿 55 吉田 隼人北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 442 ― 〃 アタマ 11．4�
22 フ ィ ー カ 牝2鹿 54 M．デムーロ�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 460 ―1：27．64 6．6�
33 キージュピター 牡2鹿 55 丹内 祐次北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 494 ―1：28．55 113．5�
57 プランタニエール 牝2鹿 54 �島 良太成富 直行氏 勢司 和浩 新ひだか 小河 豊水 424 ―1：28．71� 209．7	
68 ブランニューデイ 牡2鹿 55 三浦 皇成
ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464 ―1：28．8アタマ 20．6�
813 ハイアキュレイト 牡2栗 55 藤岡 康太 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 472 ―1：28．91 33．5�
44 ジュンツーポイント 牡2黒鹿55 藤井勘一郎河合 純二氏 勢司 和浩 日高 田端牧場 474 ―1：29．0クビ 87．9
45 � モズブーナー 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁 
キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta
Stables, LLC 470 ― 〃 アタマ 2．1�

56 � マーナーパス 牡2鹿 55 C．ルメールゴドルフィン 岡田 稲男 愛 Tinnakill
Bloodstock 478 ―1：29．85 3．8�

11 キタノシェクール 牝2栗 54
51 ▲原 優介北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 松田牧場 440 ―1：29．9クビ 203．0�

69 スナークユウマ 牡2栗 55 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 496 ―1：30．0� 39．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 36，386，300円 複勝： 33，256，900円 枠連： 7，579，100円
馬連： 33，377，400円 馬単： 17，881，600円 ワイド： 32，851，500円
3連複： 49，751，100円 3連単： 63，492，100円 計： 274，576，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 330円 � 800円 � 300円 枠 連（7－8） 2，410円

馬 連 �� 13，650円 馬 単 �� 29，090円

ワ イ ド �� 3，000円 �� 1，130円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 23，870円 3 連 単 ��� 179，810円

票 数

単勝票数 計 363863 的中 � 22649（5番人気）
複勝票数 計 332569 的中 � 27846（5番人気）� 9630（9番人気）� 31850（4番人気）
枠連票数 計 75791 的中 （7－8） 2435（11番人気）
馬連票数 計 333774 的中 �� 1895（33番人気）
馬単票数 計 178816 的中 �� 461（66番人気）
ワイド票数 計 328515 的中 �� 2775（32番人気）�� 7721（12番人気）�� 3306（25番人気）
3連複票数 計 497511 的中 ��� 1563（66番人気）
3連単票数 計 634921 的中 ��� 256（420番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．5―48．2―1：01．1―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F38．0
3 13（6，12）（2，9，10）－（1，11）－（8，4）（5，7）－3 4 ・（13，12）（2，6，10）9（1，11）－（5，8）4，7－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナッカーフェイス �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．2．16生 牡2鹿 母 ジュンユーミン 母母 マイノチカラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3503012月11日 晴 良 （3中京6） 第3日 第6競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走12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

710 ギブミーラブ 牝3鹿 54 C．ルメール �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 478－ 61：54．5 2．8�
69 バージョンアップ 牝3栗 54 浜中 俊高橋 宏弥氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 484± 01：54．81� 9．7�
33 メイショウイッコン 牝3芦 54

51 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 456＋ 41：54．9� 3．3�
56 � メリディアン 牝4鹿 55 和田 竜二 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 440± 01：55．11� 17．3�
11 グッドインパクト 牝3鹿 54 藤岡 康太杉立健次郎氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 434－ 21：55．63 7．1�
68 ラブエスポー 牝4鹿 55

54 ☆秋山 稔樹増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 462± 01：55．7クビ 33．6	
813 ベゼドランジュ 牝3栗 54 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 514＋181：55．91� 7．4

711 サツキワルツ 牝6鹿 55 荻野 極小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 464＋ 21：56．53� 197．9�
44 � サイモンポーリア 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 480＋ 81：56．71� 81．7�
45 トウカイベルシナル 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心内村 正則氏 北出 成人 平取 びらとり牧場 436－ 71：56．8� 72．2
812 キトゥンズマーチ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 いとう牧場 462－ 41：57．22� 11．4�

57 サトノフィオーレ 牝3黒鹿 54
51 ▲角田 大和 �サトミホースカンパニー 西園 正都 安平 ノーザンファーム 482－ 81：57．51� 108．4�

22 ルージュエトワール 牝3鹿 54 川又 賢治 �東京ホースレーシング 田中 克典 白老 社台牧場 398＋ 21：59．4大差 101．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 39，670，000円 複勝： 47，789，000円 枠連： 9，295，600円
馬連： 43，944，200円 馬単： 19，718，100円 ワイド： 46，075，800円
3連複： 63，926，000円 3連単： 77，133，800円 計： 347，552，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 190円 � 130円 枠 連（6－7） 1，020円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 440円 �� 240円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 7，700円

票 数

単勝票数 計 396700 的中 � 112289（1番人気）
複勝票数 計 477890 的中 � 103710（1番人気）� 51784（4番人気）� 102514（2番人気）
枠連票数 計 92956 的中 （6－7） 7004（6番人気）
馬連票数 計 439442 的中 �� 25789（2番人気）
馬単票数 計 197181 的中 �� 6453（3番人気）
ワイド票数 計 460758 的中 �� 25229（2番人気）�� 56426（1番人気）�� 22415（4番人気）
3連複票数 計 639260 的中 ��� 32137（1番人気）
3連単票数 計 771338 的中 ��� 7257（11番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―14．1―12．7―12．4―12．3―12．9―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―38．1―50．8―1：03．2―1：15．5―1：28．4―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．0
1
3
・（2，4）12－（5，3）（6，10）（7，13）9－8，1，11・（4，12，8）－（2，10）（3，13）5（6，7，9）－（1，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ギブミーラブ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Bernstein デビュー 2020．7．11 阪神9着

2018．1．27生 牝3鹿 母 エリドゥバビロン 母母 Miss Suilleabhain 10戦2勝 賞金 16，970，000円
※ルージュエトワール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3503112月11日 晴 良 （3中京6） 第3日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

815 メイショウナリヒラ 牡3栗 56 武 豊松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470－ 61：24．8 24．9�
612 バーニングソウル 牝4芦 55

52 ▲西谷 凜服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 428－ 21：24．9クビ 118．9�
59 フィールザワールド 牡3鹿 56 藤岡 康太櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B472＋ 21：25．11� 8．9�
816 ジャングルキング 牡3鹿 56 M．デムーロ清家 聖仁氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：25．2� 2．1�
48 � トレーンベアラー 牝4鹿 55 吉田 隼人吉田 和子氏 田中 克典 米

Daniel S. Mallory,
Amy Bayle & Al-
len Racing LLC

462－ 41：25．3	 15．2�
510� ニルアドミラリ 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹	ノースヒルズ 和田正一郎 米 Scott Dil-
worth 562－ 41：25．51
 32．2


611 メイショウマンサク 牝3鹿 54 横山 典弘松本 好�氏 石橋 守 安平 �橋本牧場 522＋121：25．7	 5．3�
11 � ダイナストーン 牝3栗 54 C．ルメール 山本又一郎氏 藤沢 和雄 新ひだか 岡田牧場 538＋ 21：25．8	 7．9�
35 バルネージュ 3芦 56

55 ☆亀田 温心手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 佐竹 学 B502－161：25．9� 101．9
714 アポロセイラン 牡4鹿 57 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 春木ファーム 472＋ 4 〃 ハナ 58．2�
12 ベ ラ ー ル 牡4黒鹿57 岩田 康誠安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 488－ 41：26．11 8．7�
36 � ワンダフルライフ 牡4黒鹿 57

54 ▲小林 凌大江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 468－ 61：26．2� 184．0�
24 サダムゲンヤ 牡5鹿 57 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 坂本 智広 504－101：26．83� 91．4�
47 � セブンパワー 3鹿 56

53 ▲小沢 大仁前迫 義幸氏 新開 幸一 平取 北島牧場 448－ 71：27．01
 53．1�
23 オーロアドーネ 牡4栗 57 三浦 皇成 DMMドリームクラブ	 戸田 博文 浦河 上山牧場 480－ 4 〃 クビ 25．8�
713 ピ ラ ミ デ 牝3鹿 54 木幡 初也酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 石郷岡 五月 474－ 21：27．53 582．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，878，100円 複勝： 54，894，300円 枠連： 9，292，100円
馬連： 46，301，900円 馬単： 21，632，700円 ワイド： 49，697，400円
3連複： 72，682，200円 3連単： 79，812，700円 計： 378，191，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，490円 複 勝 � 590円 � 1，890円 � 290円 枠 連（6－8） 640円

馬 連 �� 76，670円 馬 単 �� 125，770円

ワ イ ド �� 16，650円 �� 2，340円 �� 5，610円

3 連 複 ��� 128，560円 3 連 単 ��� 1，015，160円

票 数

単勝票数 計 438781 的中 � 14093（7番人気）
複勝票数 計 548943 的中 � 23953（7番人気）� 6803（14番人気）� 56226（5番人気）
枠連票数 計 92921 的中 （6－8） 11119（2番人気）
馬連票数 計 463019 的中 �� 468（86番人気）
馬単票数 計 216327 的中 �� 129（155番人気）
ワイド票数 計 496974 的中 �� 761（81番人気）�� 5569（23番人気）�� 2279（49番人気）
3連複票数 計 726822 的中 ��� 424（228番人気）
3連単票数 計 798127 的中 ��� 57（1506番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．0―34．6―46．5―58．9―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウナリヒラ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．1．10 中京2着

2018．3．29生 牡3栗 母 ピエナアマゾン 母母 ロイヤルリフ 10戦2勝 賞金 21，680，000円
［他本会外：1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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウーゴ号
（非抽選馬） 1頭 ルージュエトワール号

3503212月11日 晴 良 （3中京6） 第3日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・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
1：06．7
1：06．0

良
良

59 デルマカンノン 牝3鹿 54 C．ルメール 浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 452＋ 61：08．8 2．5�
12 カゼノタニノアヤカ 牝4鹿 55 三浦 皇成増田 和啓氏 安田 隆行 平取 二風谷ファーム 454－ 21：08．9� 5．5�
816 ファイアダンサー 牝3青鹿54 M．デムーロゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋ 21：09．1� 10．9�
48 サルトアトランテ 牝5鹿 55

52 ▲小沢 大仁 �シルクレーシング 田中 克典 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B466＋ 21：09．2� 27．2�

611 ダブルアンコール 牝4鹿 55 吉田 隼人 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 442－ 8 〃 クビ 4．8	
23 フ ァ タ リ テ 牡5鹿 57 川又 賢治奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 446－ 2 〃 アタマ 101．3

36 ダブルスナッチ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �シルクレーシング 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414－ 41：09．41� 14．9�
714 トミケンルーア �5鹿 57 木幡 初也富樫アキ子氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 486± 0 〃 ハナ 20．5�
35 	 ディランズソング 牡4鹿 57 荻野 極 �シルクレーシング 萩原 清 米

Erin Knehr &
Catalyst
Bloodstock

512± 01：09．5� 26．9
47 オプティミスモ 牝3鹿 54 和田 竜二泉 一郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 426－ 81：09．6
 19．4�
715 リ ノ 牝4鹿 55 藤岡 康太�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 61：09．7
 13．8�
612 バイシクルキック 牡3鹿 56

53 ▲原 優介�GET NEXT 栗田 徹 新冠 パカパカ
ファーム 460＋ 4 〃 クビ 207．6�

818� プレミアムコマチ 牝5鹿 55
52 ▲小林 凌大�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 424－ 21：09．91� 497．1�

11 グランチェイサー �4黒鹿57 岩田 康誠落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 450－ 4 〃 ハナ 66．7�
510 ジョーレイラニ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和上田江吏子氏 松下 武士 新ひだか 平野牧場 450＋161：10．0
 49．7�
713 メイショウイチヒメ 牝3青鹿54 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 430＋ 4 〃 クビ 87．8�
24 ミトグラフィア 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心�G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 412＋ 8 〃 アタマ 107．1�
817 ダイイチターミナル 牡7鹿 57 城戸 義政�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 464＋201：10．63
 455．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，695，500円 複勝： 58，894，200円 枠連： 9，960，900円
馬連： 48，280，700円 馬単： 20，944，100円 ワイド： 53，290，200円
3連複： 80，416，900円 3連単： 82，049，600円 計： 395，532，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 160円 � 270円 枠 連（1－5） 860円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 330円 �� 600円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 8，850円

票 数

単勝票数 計 416955 的中 � 128375（1番人気）
複勝票数 計 588942 的中 � 123084（1番人気）� 98614（2番人気）� 44324（5番人気）
枠連票数 計 99609 的中 （1－5） 8973（2番人気）
馬連票数 計 482807 的中 �� 44348（1番人気）
馬単票数 計 209441 的中 �� 12578（1番人気）
ワイド票数 計 532902 的中 �� 44726（1番人気）�� 21928（4番人気）�� 17256（6番人気）
3連複票数 計 804169 的中 ��� 21092（2番人気）
3連単票数 計 820496 的中 ��� 6715（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―11．4―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．2―45．6―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．6
3 ・（2，10，18）11（4，7，16）（3，9）（6，13）（1，8）14（12，15）5－17 4 ・（2，10，18）（7，11）（4，6，9，16）（3，8，13）（1，15，14）12，5，17
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デルマカンノン �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 Belong to Me デビュー 2020．7．11 函館3着

2018．3．16生 牝3鹿 母 マスターマイン 母母 ソプランマリダフ 16戦2勝 賞金 34，212，000円



3503312月11日 晴 良 （3中京6） 第3日 第9競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走14時25分 （芝・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
1：58．3
1：56．1

良
良

715 ボ ー デ ン 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：00．6 1．4�
35 ウインリブルマン 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 504＋ 22：00．81� 6．4�
713 フローレスクイーン 牝3鹿 54 吉田 隼人�G1レーシング 田中 克典 安平 追分ファーム 504＋ 42：00．9クビ 47．9�
48 フ ォ レ ス タ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 長浜 秀昭 422＋122：01．32� 270．9�
510� スカイテラス 牡4黒鹿 57

54 ▲原 優介 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B496＋ 2 〃 クビ 42．2	
612 ミッキーパンチ 牡4栗 57 三浦 皇成野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：01．4クビ 16．9

47 アドマイヤハイジ 牝3鹿 54 武 豊近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 410－142：01．51 12．9�
611 レッドペルーシュ 牝4鹿 55

54 ☆亀田 温心 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 414－ 4 〃 クビ 49．6�
23 バトーブラン 牝4芦 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 4 〃 ハナ 203．0
59 フレイミングサン 牝3栗 54 M．デムーロ吉田 晴哉氏 辻 哲英 安平 追分ファーム 450＋ 82：01．6クビ 12．9�
817� パリスデージー 牝4黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム 434＋ 22：01．7� 41．8�
12 ク オ ン タ ム 牝3芦 54 城戸 義政�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 438－ 22：02．01� 259．2�
818 アンシャンテ 牝3栗 54 横山 典弘近藤 英子氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 ハナ 18．7�
816 サザンナイツ �3黒鹿56 伊藤 工真ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 434－122：02．21� 157．9�
36 アズユーフィール 牡3黒鹿56 和田 竜二 �コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 B496－ 82：02．62� 62．1�
24 マ ロ リ ン 牝5鹿 55

53 ◇藤田菜七子吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 ハナ 245．8�
11 スズカワークシップ 牡6鹿 57

56 ☆富田 暁永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 484－112：02．8� 389．0�
714 コアレスロング 牝3黒鹿54 中井 裕二小林 昌志氏 小野 次郎 平取 雅 牧場 462－222：05．4大差 331．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，249，000円 複勝： 154，047，100円 枠連： 11，829，400円
馬連： 52，896，300円 馬単： 33，055，700円 ワイド： 57，039，600円
3連複： 88，804，000円 3連単： 131，653，400円 計： 568，574，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 630円 枠 連（3－7） 420円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，140円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 5，660円 3 連 単 ��� 13，640円

票 数

単勝票数 計 392490 的中 � 218064（1番人気）
複勝票数 計1540471 的中 � 1133099（1番人気）� 90221（2番人気）� 14465（10番人気）
枠連票数 計 118294 的中 （3－7） 21323（1番人気）
馬連票数 計 528963 的中 �� 82048（1番人気）
馬単票数 計 330557 的中 �� 35867（1番人気）
ワイド票数 計 570396 的中 �� 61921（1番人気）�� 11904（13番人気）�� 3819（31番人気）
3連複票数 計 888040 的中 ��� 11750（16番人気）
3連単票数 計1316534 的中 ��� 6995（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．4―48．9―1：00．9―1：12．8―1：24．8―1：36．4―1：48．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ボ ー デ ン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．12．13 中山2着

2018．2．16生 牡3鹿 母 ボージェスト 母母 アドマイヤグルーヴ 7戦2勝 賞金 33，754，000円
〔制裁〕 ウインリブルマン号の騎手松岡正海は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ウエスタンエポナ号・グラヴィテ号

3503412月11日 曇 良 （3中京6） 第3日 第10競走 ��1，900�
い ぬ や ま

犬 山 特 別
発走15時00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 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

611 ベルジュネス �5鹿 57 池添 謙一岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B462－ 42：00．0 13．3�
12 オ ノ リ ス 牡6黒鹿57 吉田 隼人 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 クビ 14．3�
23 � サハラヴァンクール 牡3鹿 56 和田 竜二首藤 徳氏 村山 明 新冠 シンユウフアーム 474－ 42：00．1クビ 7．6�
48 フレイムウィングス �4青鹿57 三浦 皇成ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋102：00．41� 22．2�
36 	 ルーチェット 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 英 North Hills

Co. Ltd 460－ 6 〃 クビ 7．3�
35 イ ベ リ ア 牡6黒鹿57 亀田 温心森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 514－ 22：01．14 139．3	
11 ハギノエスペラント 牡4青鹿57 富田 暁日隈 良江氏 四位 洋文 浦河 桑田牧場 494＋ 42：01．2� 11．6

59 アンクラウデッド 牡3栗 56 C．ルメール �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 502＋ 82：01．3
 5．4�
612 ドルチェリア �8鹿 57 小牧 太太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 532＋20 〃 アタマ 48．4�
47 	 キャリアリズム 牡3鹿 56 浜中 俊グリーンフィールズ 藤原 英昭 米 Golden Pedi-

gree LLC 508＋ 42：01．4クビ 2．6�
714 ニシノアメイズ 牝5鹿 55 原 優介西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 514－142：01．93 255．2�
510� マイネルイヴィンス �5栗 57 丹内 祐次永見 貴昭氏 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B506± 02：02．0� 318．0�
713 ダイシンピスケス 牡3鹿 56 岩田 康誠大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 496＋ 82：02．21� 179．1�
815 レッドレビン �4鹿 57 横山 典弘 東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 B496－16 〃 同着 27．1�
24 オンリーワンボーイ 牡4青鹿57 秋山 稔樹金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B458－ 22：02．62� 72．0�
816 タイセイスラッガー 牡3鹿 56 M．デムーロ田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム 538＋ 82：03．55 16．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，070，400円 複勝： 79，109，100円 枠連： 19，334，300円
馬連： 86，381，600円 馬単： 35，401，900円 ワイド： 82，365，100円
3連複： 144，410，300円 3連単： 152，034，000円 計： 654，106，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 320円 � 360円 � 260円 枠 連（1－6） 2，560円

馬 連 �� 5，630円 馬 単 �� 12，340円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，090円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 10，980円 3 連 単 ��� 64，680円

票 数

単勝票数 計 550704 的中 � 32983（6番人気）
複勝票数 計 791091 的中 � 62980（5番人気）� 55018（7番人気）� 86103（4番人気）
枠連票数 計 193343 的中 （1－6） 5834（12番人気）
馬連票数 計 863816 的中 �� 11882（22番人気）
馬単票数 計 354019 的中 �� 2150（47番人気）
ワイド票数 計 823651 的中 �� 16314（15番人気）�� 19549（11番人気）�� 20972（10番人気）
3連複票数 計1444103 的中 ��� 9864（41番人気）
3連単票数 計1520340 的中 ��� 1704（216番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―18．7―30．1―43．6―56．4―1：08．4―1：20．8―1：33．8―1：46．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ベルジュネス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．12．15 中山8着

2016．4．18生 �5鹿 母 ツクバオトメ 母母 アカンプリッシュ 29戦3勝 賞金 61，365，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



3503512月11日 曇 良 （3中京6） 第3日 第11競走 ��
��2，000�第57回中 日 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，2．12．12以降3．12．5まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

12 ショウナンバルディ 牡5黒鹿55 岩田 康誠国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 452＋ 61：59．8 19．7�
36 アフリカンゴールド �6栗 54 国分 恭介ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 41：59．9� 154．0�
59 シゲルピンクダイヤ 牝5黒鹿54 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 474＋ 42：00．0クビ 19．9�
510 ボッケリーニ 牡5栗 57．5 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462－ 62：00．1� 5．5�
816 キングオブコージ 牡5鹿 57 横山 典弘増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋10 〃 クビ 8．0�
24 トラストケンシン 牡6鹿 53 藤岡 康太菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 466－ 22：00．2	 49．8	
48 ヒンドゥタイムズ 牡5鹿 56．5 M．デムーロ 
シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：00．3クビ 22．0�
713 ヤ シ ャ マ ル 牡4黒鹿54 丹内 祐次高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 B506－ 22：00．4� 18．0�
35 ラストドラフト 牡5黒鹿57 三浦 皇成 
社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 アタマ 8．6
23 アドマイヤビルゴ 牡4鹿 56 武 豊近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 アタマ 4．1�
715 バイオスパーク 牡6黒鹿57 藤井勘一郎宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 482＋ 82：00．5� 193．3�
817 プレシャスブルー 牡7鹿 55 吉田 隼人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 434± 02：00．6クビ 24．1�
714 ラ ー ゴ ム 牡3栗 56 池添 謙一林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 516＋ 2 〃 ハナ 6．9�
11 アイスバブル 牡6芦 55 水口 優也金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 ハナ 92．1�
47 シ フ ル マ ン 牡5芦 54 川須 栄彦�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 508± 02：00．7� 69．5�
612 ディアマンミノル 牡4栗 54 荻野 極吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 466＋ 42：00．81 12．7�
611 マイネルファンロン 牡6青鹿56 松岡 正海 �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＋ 82：01．01 62．0�
818 レ イ エ ン ダ �6黒鹿57 C．ルメール 
キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486－ 22：01．63� 19．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 191，717，000円 複勝： 321，910，000円 枠連： 87，128，100円
馬連： 510，084，100円 馬単： 156，846，300円 ワイド： 464，502，200円
3連複： 1，085，419，900円 3連単： 953，887，300円 計： 3，771，494，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 530円 � 4，200円 � 590円 枠 連（1－3） 7，840円

馬 連 �� 106，010円 馬 単 �� 161，580円

ワ イ ド �� 29，410円 �� 2，790円 �� 26，870円

3 連 複 ��� 374，280円 3 連 単 ��� 2，368，380円

票 数

単勝票数 計1917170 的中 � 77513（8番人気）
複勝票数 計3219100 的中 � 168438（7番人気）� 18650（18番人気）� 150301（9番人気）
枠連票数 計 871281 的中 （1－3） 8602（27番人気）
馬連票数 計5100841 的中 �� 3729（133番人気）
馬単票数 計1568463 的中 �� 728（244番人気）
ワイド票数 計4645022 的中 �� 4044（137番人気）�� 43706（38番人気）�� 4428（133番人気）
3連複票数 計10854199 的中 ��� 2175（560番人気）
3連単票数 計9538873 的中 ��� 292（3318番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．5―49．0―1：01．1―1：13．0―1：24．8―1：35．9―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0
1
3
2，6，1（9，16）（3，11）（10，18）5（4，7，8，13，14）15，12，17・（2，6）1，16（3，10，9，11）（4，5）（8，18）（15，7）14（13，12）17

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバルディ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2019．3．24 阪神1着

2016．4．23生 牡5黒鹿 母 バ ノ ヴ ィ ナ 母母 Macedon Lady 25戦5勝 賞金 159，626，000円

3503612月11日 曇 良 （3中京6） 第3日 第12競走 ��1，200�
と よ か わ

豊 川 特 別
発走16時10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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

610 カーテンコール 牝4栗 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 502＋ 81：11．3 4．1�
23 ミエノワールド 牡4黒鹿57 C．ルメール 里見美惠子氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 504－ 41：11．83 4．2�
35 ビートマジック �5黒鹿57 藤岡 康太岡田 牧雄氏 小林 真也 新ひだか 大典牧場 478± 01：12．22 47．6�
712 コスモノアゼット 牡3鹿 56 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 504－ 21：12．3� 6．6�
22 レディオマジック 牡4黒鹿57 和田 竜二 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 484－ 81：12．4� 10．7	
713	 ジェットマックス 牡4鹿 57 武 豊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 502－ 21：12．61
 5．0

815� クリノカサット 牝6栗 55 亀田 温心栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 490＋ 41：12．7クビ 121．6�
58 スカリーワグ 牡3栗 56 角田 大和 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新冠 長浜牧場 516＋12 〃 ハナ 21．2�
46 コ パ シ ー ナ �4栗 57 三浦 皇成椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B498＋12 〃 クビ 12．3
34 セントクリーガー 牝4鹿 55 池添 謙一中居 路博氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 506＋ 61：12．8クビ 19．5�
11 ハルワタート 牝5黒鹿55 荻野 極�下河辺牧場 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 472＋ 61：13．01
 106．1�
47 	 ワールドイズマイン 牝5鹿 55 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 米 R. M. J. Sta-

bles, LLC 468＋ 61：13．63� 101．0�
611 マ ヒ オ レ 牡3栗 56 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 新冠 北星村田牧場 476－ 61：13．92 13．2�
59 ショウナンバサロ 牡3芦 56 中井 裕二国本 哲秀氏 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 496± 01：14．85 35．5�

（14頭）
814	 ジャスパーゴールド 牡3栗 56 岩田 康誠加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee

Myers ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 67，532，600円 複勝： 93，907，100円 枠連： 25，188，500円
馬連： 108，442，300円 馬単： 45，997，000円 ワイド： 100，327，300円
3連複： 174，199，300円 3連単： 189，794，300円 計： 805，388，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 190円 � 910円 枠 連（2－6） 730円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 630円 �� 3，120円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 17，410円 3 連 単 ��� 78，360円

票 数

単勝票数 差引計 675326（返還計 1285） 的中 � 130471（1番人気）
複勝票数 差引計 939071（返還計 1994） 的中 � 163728（1番人気）� 140894（3番人気）� 19563（11番人気）
枠連票数 差引計 251885（返還計 92） 的中 （2－6） 26681（3番人気）
馬連票数 差引計1084423（返還計 9133） 的中 �� 56884（4番人気）
馬単票数 差引計 459970（返還計 3229） 的中 �� 11483（10番人気）
ワイド票数 差引計1003273（返還計 6363） 的中 �� 43959（5番人気）�� 7994（38番人気）�� 8176（37番人気）
3連複票数 差引計1741993（返還計 22468） 的中 ��� 7504（67番人気）
3連単票数 差引計1897943（返還計 28271） 的中 ��� 1756（280番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．0―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．6―46．6―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カーテンコール �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．10．14 東京3着

2017．5．13生 牝4栗 母 アウトシャイン 母母 レディブラッサム 20戦3勝 賞金 48，912，000円
〔出走取消〕 ジャスパーゴールド号は，疾病〔四肢挫創〕のため出走取消。
〔その他〕 ショウナンバサロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ショウナンバサロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年1月11日まで出走できない。



（3中京6）第3日 12月11日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185頭 本 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

248，740，000円
27，170，000円
2，020，000円
29，670，000円
79，649，000円
5，393，500円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
661，709，400円
1，041，458，800円
212，391，800円
1，100，803，400円
438，385，100円
1，062，734，300円
2，025，881，000円
2，041，370，800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 8，584，734，600円

総入場人員 3，192名 （有料入場人員 2，928名）
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