
3503712月12日 晴 良 （3中京6） 第4日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走9時55分 （ダート・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
1：51．2
1：50．9

重
不良

22 グレナデンシロップ 牝2黒鹿54 �島 克駿吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 432－101：55．7 19．3�
33 レ タ ラ 牝2芦 54 坂井 瑠星飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 452± 0 〃 ハナ 4．6�
69 クロンヌドラレーヌ 牝2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹ライオンレースホース� 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 440± 01：56．01� 61．0�
712 ネイチャーミヤビ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 浦河 金石牧場 508＋ 81：56．95 60．2�
711 ミヤジネズコ 牝2黒鹿54 吉田 隼人曽我 司氏 鈴木 孝志 浦河 村中牧場 508＋ 21：57．32� 2．8�
610 タガノヒモロギ 牝2鹿 54 古川 吉洋八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508＋ 21：57．4クビ 2．7	
814 ニシノカケハシ 牝2芦 54

51 ▲小沢 大仁西山 茂行氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 458± 01：57．5� 58．8

813 ポジティブガール 牝2栗 54 川須 栄彦平川 浩之氏 小林 真也 日高 槇本牧場 446－141：58．13� 86．2�
58 ナオミニデレデレヤ 牝2栗 54 川又 賢治塩澤 正樹氏 杉山 佳明 新ひだか 乾 皆雄 446－ 21：59．37 11．1�
45 マ ア イ ノ マ 牝2鹿 54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 アサヒ牧場 460－161：59．4� 156．2
11 サンデンガンバレ 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 466－101：59．5クビ 432．5�
34 サクラジェンヌ 牝2栗 54

51 ▲角田 大和吉田 智氏 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 466－ 41：59．6� 82．2�
57 ジョードリブル 牝2芦 54 菱田 裕二上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 478＋ 42：00．77 101．2�
46 スローテキーラ 牝2青鹿 54

50 ★永島まなみ吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 452＋ 42：01．76 28．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，007，000円 複勝： 28，886，800円 枠連： 6，145，700円
馬連： 36，668，900円 馬単： 18，990，500円 ワイド： 36，265，500円
3連複： 64，782，600円 3連単： 74，825，300円 計： 292，572，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 430円 � 190円 � 890円 枠 連（2－3） 3，550円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 10，210円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 9，330円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 44，980円 3 連 単 ��� 234，840円

票 数

単勝票数 計 260070 的中 � 11414（5番人気）
複勝票数 計 288868 的中 � 16116（5番人気）� 49450（3番人気）� 7047（7番人気）
枠連票数 計 61457 的中 （2－3） 1340（12番人気）
馬連票数 計 366689 的中 �� 6702（11番人気）
馬単票数 計 189905 的中 �� 1394（27番人気）
ワイド票数 計 362655 的中 �� 6842（13番人気）�� 976（47番人気）�� 4948（17番人気）
3連複票数 計 647826 的中 ��� 1080（82番人気）
3連単票数 計 748253 的中 ��� 231（397番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―13．5―13．1―12．6―13．0―12．8―13．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―37．2―50．3―1：02．9―1：15．9―1：28．7―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレナデンシロップ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2021．8．7 新潟7着

2019．4．21生 牝2黒鹿 母 クローバーリーフ 母母 レースウィング 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 サクラジェンヌ号の騎手角田大和は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・10番・11番）
〔調教再審査〕 サクラジェンヌ号は，1コーナーで外側に逃避し，また，3コーナーで外側に逃避しようとしたことについて平地調教再

審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スローテキーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月12日まで平地競走

に出走できない。

3503812月12日 晴 良 （3中京6） 第4日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時25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
1：23．6
1：23．0

稍重
重

611� アルムマッツ 牡2芦 55
52 ▲西谷 凜加藤 誠氏 中竹 和也 米 Chester Broman &

Mary R. Broman 478－ 41：25．8 59．0�
612� シ ラ キ ヌ 牝2芦 54 �島 克駿ゴドルフィン 藤原 英昭 米 Darsan Inc.

and Godolphin 460－ 8 〃 ハナ 2．4�
36 オラヴェリタス 牡2黒鹿 55

52 ▲角田 大和杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B490＋121：26．22� 15．0�
713 ル ワ ン ジ ュ 牡2鹿 55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド B480＋ 21：26．84 160．3�
59 ドクターマンボウ 牡2栗 55 西村 淳也谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 452＋ 6 〃 ハナ 46．8�
35 サンライズスコール 牡2芦 55 吉田 隼人松岡 隆雄氏 石坂 公一 日高 下河辺牧場 442－ 4 〃 ハナ 19．0	
48 マルモエキスパート 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 オカモトファーム 438± 0 〃 ハナ 19．8

714 デアリングヒューズ 牝2栗 54 菱田 裕二 KRジャパン 田中 博康 新冠 須崎牧場 476＋ 6 〃 ハナ 30．9�
11 リオンラファール 牡2鹿 55

54 ☆秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 村上牧場 516－161：27．33 9．8�

510 セイカフォルゴーレ 牡2栗 55 坂井 瑠星久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 508＋101：27．4クビ 3．1
816 サ ト ミ ン 牝2芦 54 中井 裕二田代 洋己氏 茶木 太樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 416－ 21：27．71� 295．4�
24 パ ン タ ナ ル 牡2栗 55

54 ☆亀田 温心�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 510± 0 〃 � 43．9�
815 ロルバーンスカイ 牡2鹿 55 松田 大作ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ B442－ 61：27．91 50．4�
12 パープルツバメ 牝2鹿 54 �島 良太中野 銀十氏 飯田 雄三 新ひだか 竹内 良一 418－ 61：28．11� 193．2�
47 � シュガーフロート 牝2芦 54

51 ▲小沢 大仁�ヒダカファーム高柳 大輔 米 Hidaka Farm 398－ 21：28．95 16．1�
23 マ ボ ン ヌ 牝2鹿 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 畑端 省吾 新ひだか 千代田牧場 442－ 21：30．49 423．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，051，000円 複勝： 48，948，500円 枠連： 10，149，300円
馬連： 49，993，000円 馬単： 24，953，800円 ワイド： 50，000，300円
3連複： 85，456，000円 3連単： 88，579，400円 計： 398，131，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，900円 複 勝 � 1，090円 � 160円 � 400円 枠 連（6－6） 6，480円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 17，730円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 4，160円 �� 740円

3 連 複 ��� 18，880円 3 連 単 ��� 186，140円

票 数

単勝票数 計 400510 的中 � 5753（12番人気）
複勝票数 計 489485 的中 � 8945（12番人気）� 112326（2番人気）� 27587（7番人気）
枠連票数 計 101493 的中 （6－6） 1213（18番人気）
馬連票数 計 499930 的中 �� 7078（18番人気）
馬単票数 計 249538 的中 �� 1055（48番人気）
ワイド票数 計 500003 的中 �� 7582（17番人気）�� 2980（36番人気）�� 18157（5番人気）
3連複票数 計 854560 的中 ��� 3393（56番人気）
3連単票数 計 885794 的中 ��� 345（457番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．4―12．8―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．5―46．9―59．7―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F38．9
3 ・（7，8）（6，10）（9，14）12，4（5，11）－（13，2，15，16）1，3 4 ・（7，8）（6，10）（9，14）12，4（5，11）（13，2）（1，15，16）－3

勝馬の
紹 介

�アルムマッツ �
�
父 Frosted �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．10．3 中京8着

2019．5．1生 牡2芦 母 G Note 母母 Seeking the Ante 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マボンヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月12日まで平地競走に出

走できない。

第６回 中京競馬 第４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



3503912月12日 晴 良 （3中京6） 第4日 第3競走 1，200�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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

47 チャペルレーン 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 21：12．3 3．1�
59 スズノナデシコ 牝3鹿 54 秋山真一郎小紫 嘉之氏 石坂 公一 新ひだか タガミファーム 506－ 21：12．51� 14．7�
713 キクノロージズ 牝6芦 55

54 ☆富田 暁菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 498－ 2 〃 クビ 21．2�
510 アドマイヤアリエル 牝4鹿 55 菱田 裕二近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：13．13� 10．9�
24 ミーハディビーナ 牝4青鹿55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 444＋101：13．2クビ 127．0�
815 スペシャリティ 牝3青鹿54 西村 淳也中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 420＋ 6 〃 ハナ 19．1	
11 � エ ナ ホ ー プ 牝7黒鹿55 吉田 隼人宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 506＋ 41：13．31 7．7

36 サンランシング 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社
ケイズ 470－ 41：13．72 35．6�

23 オーガーウェル 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心小林竜太郎氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 462＋141：14．12� 59．6�

48 � メイショウウグイス 牝5鹿 55 和田 翼松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 488＋ 61：14．2� 109．0
611 ブルーコーラル 牝5栗 55 中井 裕二 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 B436－ 21：14．3クビ 21．7�
612 パフュームリボン 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 442＋ 61：14．4� 25．8�
816� レイジングリヴァー 牝4黒鹿55 川又 賢治岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 的場牧場 474± 01：14．5� 336．9�
714 ニシノエルサ 牝3芦 54

52 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 448＋ 2 〃 アタマ 91．1�
12 ア ミ ー ク ス 牝4鹿 55 �島 克駿 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B464＋101：14．6アタマ 21．5�
35 � チャーミングアクト 牝4鹿 55 �島 良太橋本 浩氏 飯田 雄三 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 21：14．7� 2．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，471，800円 複勝： 48，969，900円 枠連： 10，976，700円
馬連： 47，720，700円 馬単： 21，338，600円 ワイド： 52，720，700円
3連複： 77，159，700円 3連単： 80，065，800円 計： 375，423，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 340円 � 380円 枠 連（4－5） 1，060円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，050円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 10，890円 3 連 単 ��� 46，430円

票 数

単勝票数 計 364718 的中 � 93229（2番人気）
複勝票数 計 489699 的中 � 120678（1番人気）� 30859（5番人気）� 27470（6番人気）
枠連票数 計 109767 的中 （4－5） 7983（4番人気）
馬連票数 計 477207 的中 �� 15773（6番人気）
馬単票数 計 213386 的中 �� 4615（8番人気）
ワイド票数 計 527207 的中 �� 17633（4番人気）�� 13024（8番人気）�� 4036（34番人気）
3連複票数 計 771597 的中 ��� 5313（33番人気）
3連単票数 計 800658 的中 ��� 1250（125番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．2―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．8―47．0―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャペルレーン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．25 新潟7着

2018．3．21生 牝3黒鹿 母 テ ィ ア ー モ 母母 レディチャーム 7戦2勝 賞金 17，350，000円
〔制裁〕 ブルーコーラル号の騎手中井裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※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。
（非当選馬） 1頭 シゲルリジ号

3504012月12日 曇 良 （3中京6） 第4日 第4競走 2，000�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
1：59．8
1：58．5

良
良

816 テーオーソラネル 牡2黒鹿55 松田 大作小笹 公也氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B496＋162：02．2 48．9�
24 サワーホマレー 牝2栗 54 小牧 太伊藤永二郎氏 笹田 和秀 新ひだか 田湯牧場 452± 02：02．41 5．3�
510 メイショウウネビ 牡2鹿 55

52 ▲角田 大和松本 好雄氏 本田 優 浦河 宮内牧場 466＋ 22：02．5� 12．9�
36 ベガエクスプレス 牝2黒鹿54 中井 裕二 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 422± 0 〃 クビ 67．6�
818 スコールユニバンス 牝2鹿 54

50 ★古川 奈穂亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 446－ 42：02．71� 3．2�
611 ソ ク ラ テ ス 牡2鹿 55 坂井 瑠星近藤 英子氏 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 482± 0 〃 ハナ 6．8	
11 カルトゥーシュ 牡2鹿 55 �島 克駿 
シルクレーシング 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 480± 0 〃 アタマ 11．5�
713 バンフィエルド 牡2栗 55 川又 賢治�G1レーシング 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418－ 4 〃 ハナ 179．4�
12 ナリタイチモンジ 牡2鹿 55

54 ☆富田 暁�オースミ 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 490＋ 22：03．01� 37．9
35 ポリッシュキッス 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 追分ファーム 428－ 22：03．1� 91．3�
714 アモールファティ 牝2鹿 54 古川 吉洋薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 408± 02：03．31� 225．3�
48 カツミチャン 牡2鹿 55 吉田 隼人北尾 龍典氏 坂口 智康 新冠 ハシモトフアーム 446－122：03．4� 86．5�
23 タ ケ ト ン ボ 牝2黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁
イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 418－102：03．5アタマ 12．2�
612 オーロロッソ 牡2栗 55 西村 淳也 
シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 396＋ 22：03．6� 5．7�
715 ヴァーグエスタード 牡2栗 55 菱田 裕二ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 ディアレスト

クラブ 470＋ 42：03．81� 36．2�
817 スプレンダーシチー �2栗 55

54 ☆秋山 稔樹 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 448－ 22：04．43� 310．7�
47 チ ャ キ �2鹿 55 斎藤 新中村 祐子氏 茶木 太樹 新冠 武田牧場 442－ 82：04．61� 344．4�
59 シゲルペガサス 牡2鹿 55 川須 栄彦森中 蕃氏 谷 潔 日高 天羽牧場 488－102：05．55 379．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，675，600円 複勝： 65，300，800円 枠連： 13，350，200円
馬連： 58，555，100円 馬単： 25，376，500円 ワイド： 61，549，600円
3連複： 95，881，100円 3連単： 92，277，800円 計： 457，966，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，890円 複 勝 � 1，200円 � 190円 � 310円 枠 連（2－8） 750円

馬 連 �� 10，740円 馬 単 �� 26，430円

ワ イ ド �� 3，300円 �� 6，880円 �� 780円

3 連 複 ��� 27，350円 3 連 単 ��� 199，110円

票 数

単勝票数 計 456756 的中 � 7912（10番人気）
複勝票数 計 653008 的中 � 11401（11番人気）� 107995（2番人気）� 53467（5番人気）
枠連票数 計 133502 的中 （2－8） 13751（3番人気）
馬連票数 計 585551 的中 �� 4223（30番人気）
馬単票数 計 253765 的中 �� 720（71番人気）
ワイド票数 計 615496 的中 �� 4693（34番人気）�� 2229（49番人気）�� 21438（7番人気）
3連複票数 計 958811 的中 ��� 2629（77番人気）
3連単票数 計 922778 的中 ��� 336（538番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．6―12．8―12．6―12．4―12．3―11．8―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―36．1―48．9―1：01．5―1：13．9―1：26．2―1：38．0―1：49．8

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

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーソラネル �
�
父 シルバーステート �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．7．25 新潟10着

2019．4．12生 牡2黒鹿 母 アドマイヤチャーム 母母 アドマイヤキセキ 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 スコールユニバンス号の騎手古川奈穂は，2コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：16番）

サワーホマレー号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番・17
番）

※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。
（非当選馬） 1頭 メイショウトツカ号



3504112月12日 曇 良 （3中京6） 第4日 第5競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走12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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

36 アオイカツマ 牡3鹿 56 坂井 瑠星新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 480＋ 41：25．0 6．2�
11 エストレラブレイン 牡3栗 56 �島 克駿エンジェルレーシング� 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 522－ 81：25．85 7．9�
816� ワンダーヘイルネス �5鹿 57

56 ☆富田 暁山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 492＋101：25．9� 5．1�
713 ビービーレガロ �4鹿 57 嶋田 純次�坂東牧場 戸田 博文 日高 ファーミングヤナキタ 524＋ 4 〃 ハナ 36．7�
612 シ ャ ル ド ネ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大和 �カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 456＋ 41：26．0� 36．6	

48 メ ン デ ィ 牡5鹿 57 黛 弘人 �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 524－ 41：26．2� 24．5

35 ウキウキホリデー 牝3芦 54

50 ★永島まなみ �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 シンカンファーム 474－ 51：26．3� 40．2�
47 ランカンカン �3栗 56 西村 淳也橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 508－ 6 〃 クビ 5．0�
510 レープハフト 牝3鹿 54 菱田 裕二山本 剛士氏 宮田 敬介 新冠 新冠橋本牧場 456－ 61：26．4� 35．6
815 ピュアプリンセス 牝4栗 55

53 ◇藤田菜七子田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 474－ 21：26．61 77．4�
59 � スマートコマンダー 牡4青鹿 57

56 ☆亀田 温心大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか 静内山田牧場 500＋ 2 〃 ハナ 64．5�
24 ノットイェット 牝3鹿 54 吉田 隼人�GET NEXT 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 B476± 01：26．7� 3．7�
611� タツオウカケンラン 牝4青鹿55 川又 賢治鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか 畠山牧場 454－ 21：26．91	 9．3�
12 � シ エ ル ヴ ァ 牝4鹿 55 松田 大作�桑田牧場 上原 博之 浦河 桑田牧場 B468＋ 41：27．21� 230．4�
23 � キーフェイス 牝5鹿 55

52 ▲西谷 凜中島 俊房氏 伊藤 伸一 新冠 中本牧場 442＋ 91：27．62 256．3�
714� ハローチュース 牡3鹿 56

53 ▲原 優介薪浦 亨氏 和田 雄二 新冠 松浦牧場 B470－111：28．66 74．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，664，900円 複勝： 48，891，800円 枠連： 9，914，000円
馬連： 46，835，500円 馬単： 20，272，800円 ワイド： 50，918，800円
3連複： 82，193，300円 3連単： 81，086，700円 計： 375，777，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 250円 � 210円 � 180円 枠 連（1－3） 2，450円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 930円 �� 740円 �� 660円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 26，120円

票 数

単勝票数 計 356649 的中 � 45481（4番人気）
複勝票数 計 488918 的中 � 46974（5番人気）� 58137（4番人気）� 78627（3番人気）
枠連票数 計 99140 的中 （1－3） 3132（13番人気）
馬連票数 計 468355 的中 �� 12276（13番人気）
馬単票数 計 202728 的中 �� 3117（21番人気）
ワイド票数 計 509188 的中 �� 13796（11番人気）�� 17694（9番人気）�� 20110（6番人気）
3連複票数 計 821933 的中 ��� 14666（10番人気）
3連単票数 計 810867 的中 ��� 2250（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．7―48．1―1：00．4―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アオイカツマ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．8 新潟12着

2018．3．11生 牡3鹿 母 サウンドオブハート 母母 シンメイミネルバ 10戦2勝 賞金 17，020，000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。
（非当選馬） 1頭 スズカサウスソング号

3504212月12日 曇 良 （3中京6） 第4日 第6競走 ��1，900�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
1：54．7
1：53．7

重
不良

68 ウォーロード 牡3黒鹿 56
55 ☆秋山 稔樹プレミアムレースホース 和田 勇介 安平 �橋本牧場 478－ 82：00．2 1．9�

56 � アランチャアミーゴ �4栗 57 坂井 瑠星早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe
Thoroughbreds B498＋ 22：00．41	 9．2�

69 クリノナイスガイ �4栗 57 和田 翼栗本 博晴氏 橋田 満 浦河 ダイヤモンドファーム 466－ 62：01．03
 32．8�
812� ナイトフローリック �3鹿 56 菱田 裕二保坂 和孝氏 木村 哲也 米 Woodford

Thoroughbreds 504－ 62：01．1� 5．4�
710 スズカルビコン 牡3栗 56 �島 克駿永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 506± 02：01．2クビ 10．6�
44 エナジーボーイ �3鹿 56 古川 吉洋桑畑 夏美氏 石毛 善彦 日高 浜本牧場 442＋ 4 〃 アタマ 21．0�
57 アイアムイチリュウ 牡4黒鹿57 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 B504± 02：01．41	 5．3	
22 トーセンエディ 牡3黒鹿56 中井 裕二島川 
哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 536－ 22：02．03
 87．8�
711� ニシノトランザム �6鹿 57 松田 大作西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

486± 0 〃 アタマ 27．9�
33 オ オ ゾ ラ 牡5鹿 57 �島 良太平口 信行氏 杉山 佳明 浦河 三好牧場 B546－ 42：02．53 86．0
813 ハーツシンフォニー 牡4青鹿 57

56 ☆亀田 温心 DMMドリームクラブ� 辻 哲英 日高 下河辺牧場 B470－ 22：03．24 37．6�
45 マイネルエンカント 牡4黒鹿 57

54 ▲小沢 大仁 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 460－102：03．73 111．2�

11 � グーガルドリームズ �4黒鹿57 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Nagako
Fujita 488＋ 42：04．12
 166．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，093，400円 複勝： 48，674，400円 枠連： 7，275，100円
馬連： 36，879，700円 馬単： 20，864，400円 ワイド： 40，636，600円
3連複： 60，649，200円 3連単： 83，232，700円 計： 331，305，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 260円 � 450円 枠 連（5－6） 340円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 490円 �� 860円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 7，070円 3 連 単 ��� 21，390円

票 数

単勝票数 計 330934 的中 � 132549（1番人気）
複勝票数 計 486744 的中 � 202824（1番人気）� 33360（5番人気）� 16694（8番人気）
枠連票数 計 72751 的中 （5－6） 16149（1番人気）
馬連票数 計 368797 的中 �� 28983（4番人気）
馬単票数 計 208644 的中 �� 10043（6番人気）
ワイド票数 計 406366 的中 �� 23037（4番人気）�� 12043（9番人気）�� 2861（34番人気）
3連複票数 計 606492 的中 ��� 6431（25番人気）
3連単票数 計 832327 的中 ��� 2820（66番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―11．8―13．8―13．1―12．6―12．5―12．5―12．1―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．3―30．1―43．9―57．0―1：09．6―1：22．1―1：34．6―1：46．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウォーロード �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．2．6 東京11着

2018．5．9生 牡3黒鹿 母 アールヌーヴォー 母母 ビューチフルドラマ 7戦2勝 賞金 20，800，000円



3504312月12日 曇 良 （3中京6） 第4日 第7競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時15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
1：32．3
1：30．3

良
良

12 ディヴィーナ 牝3鹿 54 西村 淳也佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 414－ 61：34．0 2．5�
611 フィアスプライド 牝3青鹿54 坂井 瑠星ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 21：34．21 4．6�
713 タイニーロマンス 牝3青鹿 54

53 ☆亀田 温心吉田 千津氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 520－ 41：34．3� 9．4�
612 トーホウディアス 牡3栗 56

53 ▲角田 大和東豊物産� 南井 克巳 浦河 有限会社
吉田ファーム 458＋161：34．51� 14．4�

510 ラブアンバサダー 牝4鹿 55 吉田 隼人�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 422＋ 61：34．71� 20．8�
23 ホウオウジョルノ 牡3芦 56 斎藤 新小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 462－ 6 〃 ハナ 210．9	
59 シティレインボー 牡3栗 56

53 ▲西谷 凜深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 486＋ 61：34．8� 7．3

816 ヴ ィ ヴ ァ ン 牡3栗 56 �島 克駿前田 幸大氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋ 2 〃 アタマ 7．0�
35 イ ザ ニ コ ス 牝3栗 54

53 ☆富田 暁 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 21：34．91 64．5�

48 ナイトオブレディ 牝4黒鹿 55
52 ▲小沢 大仁 シルクレーシング 庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 21：35．0クビ 71．5�
815 トーセンメラニー 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 484－ 2 〃 クビ 15．4�

47 サトノヴィーナス 牝4鹿 55 秋山真一郎 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム B484＋101：35．1クビ 42．5�
36 � ク レ ア ー レ 牡4鹿 57 古川 吉洋池江 泰郎氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 468＋ 41：35．52� 111．1�
714� ホイッスルヴォイス 牝4鹿 55

51 ★古川 奈穂藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 81：36．24 431．8�

24 アーニングフェイム 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 新ひだか 静内白井牧場 470＋ 6 〃 � 177．8�

11 � ダイシンユノ 牝4黒鹿55 嶋田 純次大八木信行氏 戸田 博文 日高 中原牧場 436－111：36．62� 278．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，742，400円 複勝： 64，520，500円 枠連： 10，793，500円
馬連： 61，322，500円 馬単： 24，640，000円 ワイド： 58，324，200円
3連複： 97，062，900円 3連単： 105，209，200円 計： 468，615，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 160円 � 240円 枠 連（1－6） 570円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 370円 �� 600円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 8，840円

票 数

単勝票数 計 467424 的中 � 146730（1番人気）
複勝票数 計 645205 的中 � 158786（1番人気）� 103921（2番人気）� 52671（5番人気）
枠連票数 計 107935 的中 （1－6） 14524（2番人気）
馬連票数 計 613225 的中 �� 62837（1番人気）
馬単票数 計 246400 的中 �� 13803（1番人気）
ワイド票数 計 583242 的中 �� 43883（1番人気）�� 24285（5番人気）�� 16086（10番人気）
3連複票数 計 970629 的中 ��� 25143（4番人気）
3連単票数 計1052092 的中 ��� 8627（7番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．7―11．5―12．0―11．7―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．7―47．2―59．2―1：10．9―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8

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

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

ディヴィーナ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．5．22 中京1着

2018．2．24生 牝3鹿 母 ヴィルシーナ 母母 ハルーワスウィート 5戦2勝 賞金 20，792，000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 ヴィアルークス号・グローリアスカペラ号

3504412月12日 曇 良 （3中京6） 第4日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・左）

若手騎手；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

710 シューラヴァラ 牡3黒鹿56 �島 克駿高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 454－ 41：54．7 4．9�
11 ダンツトレノ 牡3青鹿 56

53 ▲角田 大和山元 哲二氏 本田 優 浦河 市川フアーム 480＋101：55．23 9．1�
68 ファーストソリスト 牝3黒鹿54 川又 賢治�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 474± 01：55．73 19．7�
57 ロ ニ セ ラ 牝4青鹿55 坂井 瑠星前田 葉子氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 4 〃 クビ 2．6�
812 ダイシンサニー 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 506－121：56．12� 137．0�

56 � キットサクラサク 牡4栗 57
56 ☆秋山 稔樹塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 B482＋ 41：56．3� 26．1	

33 � ブロッコリー 牡6鹿 57
56 ☆亀田 温心嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 498＋ 6 〃 クビ 5．6


44 ノーブルキャニオン 牡3鹿 56
52 ★永島まなみ吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B468± 01：56．61� 64．4�

69 ハイアーグレード 牝4栗 55
52 ▲小沢 大仁下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B454－ 41：56．81� 7．0�

711 フォートレスヒル 牡3栗 56
53 ▲原 優介谷口 悦一氏 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 478± 01：57．22 188．6

45 サンデーアーサー 牡3黒鹿56 西村 淳也エムズレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 494－ 41：57．83� 58．7�
813 サンライズシトラス 牡3青鹿56 斎藤 新松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 478－ 61：58．01 9．1�
22 リュンヌドネージュ 牡3芦 56

53 ▲服部 寿希髙松 悟氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B488＋121：58．42� 218．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 38，157，700円 複勝： 46，204，000円 枠連： 8，578，800円
馬連： 49，902，900円 馬単： 22，306，800円 ワイド： 50，403，800円
3連複： 71，958，600円 3連単： 90，808，900円 計： 378，321，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 290円 � 540円 枠 連（1－7） 1，420円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，530円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 9，120円 3 連 単 ��� 42，280円

票 数

単勝票数 計 381577 的中 � 61630（2番人気）
複勝票数 計 462040 的中 � 76057（2番人気）� 40644（6番人気）� 18605（8番人気）
枠連票数 計 85788 的中 （1－7） 4672（7番人気）
馬連票数 計 499029 的中 �� 24603（6番人気）
馬単票数 計 223068 的中 �� 6121（7番人気）
ワイド票数 計 504038 的中 �� 20158（6番人気）�� 8306（19番人気）�� 5593（27番人気）
3連複票数 計 719586 的中 ��� 5916（34番人気）
3連単票数 計 908089 的中 ��� 1557（158番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―14．0―13．2―12．2―12．8―12．6―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―38．2―51．4―1：03．6―1：16．4―1：29．0―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．3
1
3
・（1，5）6－10（2，13）（3，7）（4，8，12）（11，9）・（1，7）10（5，13）（6，12）8，9，3（2，11）－4

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

勝馬の
紹 介

シューラヴァラ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．6．13 阪神5着

2018．3．27生 牡3黒鹿 母 モーニングコール 母母 ピースオブワールド 21戦2勝 賞金 24，640，000円
〔3走成績による出走制限〕 フォートレスヒル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年2月12日まで平地競走に出走でき

ない。



3504512月12日 曇 良 （3中京6） 第4日 第9競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走14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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

59 � ルピナステソーロ 牝3栗 54 �島 克駿了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 熊本 ストームファーム

コーポレーション 452－121：12．0 9．6�
510 シゲルヒラトリ 牡3栗 56 斎藤 新森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 478－ 21：12．42� 10．0�
612 マクシミリアン 牡3栗 56 坂井 瑠星�ターフ・スポート奥村 豊 日高 奥山 博 450± 01：12．5クビ 5．4�
714 ジューンベロシティ 牡3青鹿 56

55 ☆富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム 470＋ 81：12．6� 12．5�
816 プラチナムレイアー 牡3芦 56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド B480＋ 21：12．81� 8．8	
48 サンマルセレッソ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心相馬 勇氏 中野 栄治 平取 びらとり牧場 418－ 8 〃 ハナ 63．4

47 ロードミッドナイト 牡3黒鹿56 松田 大作 �ロードホースクラブ 田中 博康 新冠 樋渡 志尚 524± 0 〃 クビ 12．6�
24 � フライオールデイズ 牡6黒鹿57 中井 裕二岡田 壮史氏 清水 英克 様似 小田牧場 502＋ 21：12．9クビ 79．8�
815 クレイジーリッチ 牡3栗 56

53 ▲原 優介江川 伸夫氏 小手川 準 浦河 信岡牧場 504＋ 81：13．01 11．1
713� メイショウニタボウ 牡4鹿 57

54 ▲角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 504＋ 41：13．1� 34．4�
611 ユスティニアン 牡3鹿 56 川須 栄彦岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 41：13．2クビ 4．3�
36 シャンボールロッソ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 アタマ 91．8�
35 ドンマニフィコ 牡4芦 57

54 ▲小沢 大仁山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 B456－ 41：13．62� 44．4�
12 ディーズローリエ 牝4黒鹿55 西村 淳也秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 B442－ 2 〃 ハナ 9．3�
23 リアルドキュメント 牡3黒鹿 56

55 ☆秋山 稔樹川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 482± 01：13．7クビ 23．3�
11 ルルルージュ 牝3鹿 54 柴山 雄一的場 徹氏 菊沢 隆徳 浦河 酒井牧場 472± 01：15．6大差 30．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，409，200円 複勝： 54，688，600円 枠連： 15，002，800円
馬連： 59，254，300円 馬単： 23，978，100円 ワイド： 60，035，700円
3連複： 104，529，300円 3連単： 104，970，800円 計： 460，868，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 370円 � 290円 � 180円 枠 連（5－5） 8，950円

馬 連 �� 7，260円 馬 単 �� 10，990円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 1，470円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 14，000円 3 連 単 ��� 72，960円

票 数

単勝票数 計 384092 的中 � 31769（5番人気）
複勝票数 計 546886 的中 � 34313（8番人気）� 45775（4番人気）� 91194（2番人気）
枠連票数 計 150028 的中 （5－5） 1298（28番人気）
馬連票数 計 592543 的中 �� 6325（30番人気）
馬単票数 計 239781 的中 �� 1635（45番人気）
ワイド票数 計 600357 的中 �� 7682（23番人気）�� 10512（16番人気）�� 13376（10番人気）
3連複票数 計1045293 的中 ��� 5596（43番人気）
3連単票数 計1049708 的中 ��� 1043（214番人気）

ハロンタイム 12．5―10．3―11．3―11．8―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―22．8―34．1―45．9―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ルピナステソーロ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 チチカステナンゴ

2018．5．10生 牝3栗 母 ダノンクィーン 母母 メイユーブルーム 2戦1勝 賞金 7，600，000円
地方デビュー 2021．7．3 佐賀

※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 ペリトモレノ号

3504612月12日 曇 良 （3中京6） 第4日 第10競走 ��
��1，400�つ わ ぶ き 賞

発走14時50分 （芝・左）
牝，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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．1

良
良

55 コムストックロード 牝2鹿 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 81：21．7 4．8�
44 ピンクマクフィー 牝2鹿 54 斎藤 新 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 日高 下河辺牧場 426－ 6 〃 アタマ 31．9�
22 シナモンスティック 牝2芦 54 川須 栄彦 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 61：22．01� 44．2�
33 コントディヴェール 牝2芦 54 亀田 温心前田 幸治氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 4 〃 アタマ 7．6�
68 ビーオンザマーチ 牝2栗 54 秋山 稔樹吉田 晴哉氏 林 徹 安平 追分ファーム 446－ 41：22．32 18．2	
11 フミバレンタイン 牝2青鹿54 秋山真一郎林 文彦氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：22．4クビ 16．5

79 ユ キ ヤ ナ ギ 牝2鹿 54 藤田菜七子山口 敦広氏 的場 均 新冠 山岡ファーム 440± 0 〃 クビ 76．1�
710 エ ク ロ ー ル 牝2鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420－ 2 〃 アタマ 3．8�
56 オ ル コ ス 牝2鹿 54 坂井 瑠星ライオンレースホース� 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 430－ 4 〃 ハナ 7．2
67 ニシノタマユラ 牝2黒鹿54 中井 裕二西山 茂行氏 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 452＋ 81：22．5� 91．5�
812 ア キ バ 牝2青鹿54 菱田 裕二髙野 哲氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 424± 0 〃 クビ 5．7�
811 ファロロジー 牝2鹿 54 西村 淳也水上ふじ子氏 高橋 裕 新冠 富本 茂喜 448－ 61：22．6クビ 11．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 50，993，800円 複勝： 64，247，800円 枠連： 14，445，600円
馬連： 89，274，900円 馬単： 41，075，500円 ワイド： 65，466，800円
3連複： 124，795，700円 3連単： 152，304，500円 計： 602，604，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 760円 � 920円 枠 連（4－5） 2，390円

馬 連 �� 4，700円 馬 単 �� 7，930円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 2，430円 �� 6，980円

3 連 複 ��� 35，760円 3 連 単 ��� 139，420円

票 数

単勝票数 計 509938 的中 � 88396（2番人気）
複勝票数 計 642478 的中 � 103014（2番人気）� 19515（9番人気）� 15980（10番人気）
枠連票数 計 144456 的中 （4－5） 4665（11番人気）
馬連票数 計 892749 的中 �� 14693（19番人気）
馬単票数 計 410755 的中 �� 3880（32番人気）
ワイド票数 計 654668 的中 �� 9835（21番人気）�� 6955（31番人気）�� 2378（51番人気）
3連複票数 計1247957 的中 ��� 2617（104番人気）
3連単票数 計1523045 的中 ��� 792（462番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．2―11．7―11．6―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―34．9―46．6―58．2―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．1
3 5（6，10）（2，7，8）（11，12）（3，9）（4，1） 4 5，6（2，10）（7，8）（3，11，12）（4，9）1

勝馬の
紹 介

コムストックロード �
�
父 シルバーステート �

�
母父 Diesis デビュー 2021．6．6 東京4着

2019．3．20生 牝2鹿 母 ニシノムーンライト 母母 リメンバーミッドナイト 7戦2勝 賞金 29，586，000円
※出走取消馬 ブレスレスリー号（疾病〔左後肢挫創〕のため）

１レース目



3504712月12日 曇 良 （3中京6） 第4日 第11競走 ��
��1，200�

ちりゅう

知立ステークス
発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス，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

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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

47 ス テ ィ ク ス 牝3鹿 54 斎藤 新 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 488－ 41：08．7 3．5�
48 オースミカテドラル 牡5鹿 57 富田 暁�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 クビ 99．3�
59 マ リ ー ナ 牝3青鹿54 川須 栄彦三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442－ 4 〃 クビ 8．5�
818 チェアリングソング 牡4栗 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 41：08．8クビ 50．1�
510 キャッチミーアップ 牝6鹿 55 川又 賢治畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 476± 0 〃 クビ 54．4	
23 グッドマックス 牝4芦 55 秋山 稔樹長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 468＋ 2 〃 アタマ 24．4

11 アテンフラワー 牝6青鹿55 �島 良太�マークス 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 492＋ 6 〃 ハナ 155．4�
612 シャドウブロッサム 牝4鹿 55 吉田 隼人飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 460－ 21：09．01 3．7�
714 ヤマニンペダラーダ 牡7黒鹿57 松田 大作土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 480± 01：09．1	 74．0
24 
 ライバーバード 牡7芦 57 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B512± 01：09．2クビ 48．8�
611� クリノアリエル 牝6青 55 秋山真一郎栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 430± 0 〃 クビ 51．8�
35 
 ショウナンアリアナ 牝5鹿 55 中井 裕二国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 446± 0 〃 アタマ 14．8�
36 フォイアーロート 牡3青鹿56 柴山 雄一吉田 勝己氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：09．3クビ 41．0�
12 グッドジュエリー 牝6芦 55 小沢 大仁長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 B468± 01：09．41 35．9�
817� スワーヴシャルル 牡5黒鹿57 �島 克駿�NICKS 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B482＋ 61：09．5	 7．1�
816 ノクターンノーツ 牝4鹿 55 菱田 裕二飯田 正剛氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 B516＋ 41：09．71	 10．1�
715 メイショウミモザ 牝4芦 55 古川 吉洋松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 456± 01：09．8アタマ 17．8�
713 レ ノ ー ア 牝5栗 55 角田 大和畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 B428± 01：10．54 39．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 73，129，000円 複勝： 89，316，600円 枠連： 41，502，600円
馬連： 194，054，900円 馬単： 70，484，700円 ワイド： 136，410，600円
3連複： 332，944，300円 3連単： 352，303，300円 計： 1，290，146，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 1，710円 � 290円 枠 連（4－4） 18，640円

馬 連 �� 24，410円 馬 単 �� 27，040円

ワ イ ド �� 6，610円 �� 680円 �� 12，650円

3 連 複 ��� 54，170円 3 連 単 ��� 246，780円

票 数

単勝票数 計 731290 的中 � 164858（1番人気）
複勝票数 計 893166 的中 � 164671（2番人気）� 10454（17番人気）� 77886（4番人気）
枠連票数 計 415026 的中 （4－4） 1725（32番人気）
馬連票数 計1940549 的中 �� 6161（65番人気）
馬単票数 計 704847 的中 �� 1955（83番人気）
ワイド票数 計1364106 的中 �� 5143（72番人気）�� 55142（4番人気）�� 2672（106番人気）
3連複票数 計3329443 的中 ��� 4609（157番人気）
3連単票数 計3523033 的中 ��� 1035（731番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．2―11．1―11．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．3―45．4―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．4
3 7，9，12（3，5，15）（6，13）8，10（1，17）18，4，11（2，14）16 4 7，9（3，12）5（8，6，13，15）10（1，17）（4，18）（2，14，11）16

勝馬の
紹 介

ス テ ィ ク ス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．10．17 京都3着

2018．4．15生 牝3鹿 母 ペンテシレイア 母母 アコースティクス 9戦4勝 賞金 50，136，000円
〔制裁〕 フォイアーロート号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番）
※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。
（非当選馬） 3頭 クルークヴァール号・ショウナンバニラ号・ジョニーズララバイ号

3504812月12日 曇 良 （3中京6） 第4日 第12競走 ��
��2，000�名古屋日刊スポーツ杯

発走16時10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

名古屋日刊スポーツ新聞社賞（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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

67 � オーロラフラッシュ 牝4鹿 55 柴山 雄一嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond
Creek Farm B460－ 42：00．7 116．2�

710 ア ナ ゴ サ ン 牡3栗 56 古川 吉洋内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 468＋ 62：00．91	 6．9�
55 マリノソフィア 牝4黒鹿55 黛 弘人矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 462－ 22：01．0	 9．0�
11 ダディーズトリップ 牡5青 57 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 B450＋ 22：01．21
 12．0�
812 ダノングレーター �5黒鹿57 坂井 瑠星�ダノックス 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 ハナ 28．7�
811 ピ ノ ク ル 牡5黒鹿57 富田 暁金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 500－ 42：01．3クビ 27．4	
79 ルージュメサージュ 牝3黒鹿54 �島 克駿 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480＋122：01．51
 2．9

68 ビートザウイングス �4栗 57 秋山 稔樹 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B478－ 4 〃 クビ 14．5�
33 ルヴェルソー 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 アタマ 13．5
44 メイショウボサツ 牡4青鹿57 小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 田中スタッド 486－ 22：02．03 10．4�
22 � バラードインミラノ 牡3黒鹿56 斎藤 新 �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

432－ 4 〃 ハナ 70．5�
56 タ イ フ ォ ン 牡3青鹿56 西村 淳也吉田 安惠氏 森田 直行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 02：02．74 4．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 74，938，000円 複勝： 94，747，100円 枠連： 24，891，800円
馬連： 125，242，400円 馬単： 50，088，000円 ワイド： 106，845，500円
3連複： 198，753，300円 3連単： 240，316，900円 計： 915，823，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，620円 複 勝 � 1，850円 � 270円 � 250円 枠 連（6－7） 1，260円

馬 連 �� 32，910円 馬 単 �� 61，080円

ワ イ ド �� 9，520円 �� 10，660円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 93，040円 3 連 単 ��� 952，070円

票 数

単勝票数 計 749380 的中 � 5155（12番人気）
複勝票数 計 947471 的中 � 10890（12番人気）� 101507（4番人気）� 108830（3番人気）
枠連票数 計 248918 的中 （6－7） 15304（3番人気）
馬連票数 計1252424 的中 �� 2949（57番人気）
馬単票数 計 500880 的中 �� 615（116番人気）
ワイド票数 計1068455 的中 �� 2846（59番人気）�� 2541（63番人気）�� 22005（17番人気）
3連複票数 計1987533 的中 ��� 1602（176番人気）
3連単票数 計2403169 的中 ��� 183（1179番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．8―12．5―12．4―12．1―12．0―11．5―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．9―49．4―1：01．8―1：13．9―1：25．9―1：37．4―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8
1
3
7－（5，10）－（3，12）（1，11）9，4，8，2，6
7，10（5，12）（3，11，9）6（1，4）－（2，8）

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

勝馬の
紹 介

�オーロラフラッシュ �
�
父 Frankel �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2019．8．31 札幌5着

2017．2．6生 牝4鹿 母 Squeeze 母母 Wedding Morn 19戦3勝 賞金 47，763，000円
〔制裁〕 ダディーズトリップ号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・

6番）

４レース目



（3中京6）第4日 12月12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 180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

197，530，000円
5，620，000円
19，700，000円
1，500，000円
21，940，000円
75，842，500円
4，950，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
539，333，800円
703，396，800円
173，026，100円
855，704，800円
364，369，700円
769，578，100円
1，396，166，000円
1，545，981，300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 6，347，556，600円

総入場人員 3，115名 （有料入場人員 2，882名）
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