
3504912月18日 晴 重 （3中京6） 第5日 第1競走 1，400�2歳未勝利
発走10時05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

35 ライラボンド 牡2黒鹿55 長岡 禎仁 �YGGホースクラブ 清水 久詞 新ひだか 片岡 博 504＋ 41：23．6 7．3�
36 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 470－ 21：23．81� 17．6�
47 セイウンハルカニ 牡2青鹿55 武 豊西山 茂行氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 464± 01：24．33 4．5�
24 カ ラ ン セ 牝2鹿 54 伊藤 工真野田 努氏 金成 貴史 洞�湖 レイクヴィラファーム 472＋101：24．72� 27．0�
714 メ ル ト 牡2鹿 55

53 ◇藤田菜七子長谷川守正氏 的場 均 浦河 中脇 満 492－ 21：24．9� 27．4�
59 ロードアライアンス 牡2青鹿55 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 422－ 2 〃 クビ 17．7	
48 カ ル ド 牡2鹿 55 斎藤 新山口 敦広氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 446＋ 4 〃 アタマ 4．3

23 ニホンピロオーセン 牡2黒鹿55 城戸 義政小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 496＋141：25．0� 75．8�
611 イージスカフェ 牡2鹿 55 藤井勘一郎西川 光一氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：25．1� 4．4�
510 カフジペンタゴン 牡2鹿 55 坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：25．2クビ 7．5
12 シゲルカンガルー 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 三好牧場 468－101：25．51� 104．5�
11 フェアレーター 牡2鹿 55 西村 淳也草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 450＋ 21：26．24 94．7�
815 ワールドブルックス 牡2芦 55

52 ▲角田 大和本間 茂氏 本田 優 日高 天羽牧場 492＋ 41：26．62� 168．7�
816 ウォーターアイアイ 牝2鹿 54 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 430± 01：26．81� 166．4�
713 トーセンリベロ 牡2鹿 55

54 ☆秋山 稔樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 470＋ 21：26．9クビ 206．1�

612 リヤンフォルス 牡2黒鹿55 中井 裕二野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 中神牧場 502＋ 61：27．32� 96．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，140，900円 複勝： 56，799，200円 枠連： 10，656，000円
馬連： 51，472，700円 馬単： 21，981，800円 ワイド： 52，362，700円
3連複： 83，988，800円 3連単： 73，940，100円 計： 388，342，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 300円 � 150円 枠 連（3－3） 3，500円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 6，740円

ワ イ ド �� 920円 �� 580円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，850円 3 連 単 ��� 25，290円

票 数

単勝票数 計 371409 的中 � 42454（4番人気）
複勝票数 計 567992 的中 � 63862（5番人気）� 40826（6番人気）� 118284（1番人気）
枠連票数 計 106560 的中 （3－3） 2358（12番人気）
馬連票数 計 514727 的中 �� 10986（15番人気）
馬単票数 計 219818 的中 �� 2446（27番人気）
ワイド票数 計 523627 的中 �� 14154（12番人気）�� 23776（6番人気）�� 19530（10番人気）
3連複票数 計 839888 的中 ��� 16349（9番人気）
3連単票数 計 739401 的中 ��� 2119（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．7―46．6―58．6―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 7，8（5，10）（11，13）（6，9）14，3（4，16，12）2，1，15 4 7（5，8）10（6，11）（9，13）（3，14）（2，4）12－（16，1）15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ライラボンド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アドマイヤドン デビュー 2021．7．25 新潟11着

2019．4．9生 牡2黒鹿 母 ベガグレシヤス 母母 ハヤテグレシャス 6戦1勝 賞金 6，510，000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。
（非当選馬） 1頭 エイシンデュエラー号
（非抽選馬） 1頭 ヤマイチマチルド号

3505012月18日 晴 重 （3中京6） 第5日 第2競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走10時35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

33 コーラスケイト 牝3鹿 54 坂井 瑠星大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 杵臼牧場 522＋ 31：51．5 4．1�
69 トレデマンド 牝3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 クビ 3．1�
11 ハートウォーミング 牝5青鹿 55

52 ▲角田 大和ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462－ 21：52．03 10．2�

58 ラグラスドシエル 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大 KAJIMOTOホー

ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか 小河 豊水 450± 01：52．2� 16．1�
610 プルモナリア 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 462－ 21：52．94 10．9	
813 メガキャット 牝3栗 54 吉田 隼人中村 智幸氏 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 532＋ 21：53．11� 6．6

45 アオイシチフク 牝3黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 488＋ 61：53．41� 13．0�
57 セラスチューム 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子ライオンレースホース� 加藤 和宏 安平 ノーザンファーム 476－ 41：53．5� 140．8�
712 ムーンビード 牝3鹿 54 西村 淳也 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 486＋161：53．71� 15．6
46 ルミナスナイト 牝4栗 55

54 ☆富田 暁岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 514＋101：53．8� 113．0�
22 グ ラ ヴ ィ テ 牝3黒鹿54 川又 賢治栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 484＋ 21：54．22� 68．2�
34 アイリスクォーツ 牝3栗 54 斎藤 新 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 498－ 41：54．41� 120．2�
814 ブリングミージョイ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介飯田 良枝氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 472－ 21：56．6大差 315．5�
711 イ シ ュ タ ル 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 524－ 2 〃 クビ 9．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，739，000円 複勝： 52，232，900円 枠連： 8，053，600円
馬連： 45，027，200円 馬単： 20，782，600円 ワイド： 46，630，000円
3連複： 71，034，000円 3連単： 75，076，000円 計： 354，575，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 130円 � 210円 枠 連（3－6） 710円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 420円 �� 740円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 9，380円

票 数

単勝票数 計 357390 的中 � 68608（2番人気）
複勝票数 計 522329 的中 � 74625（2番人気）� 130805（1番人気）� 53604（4番人気）
枠連票数 計 80536 的中 （3－6） 8786（2番人気）
馬連票数 計 450272 的中 �� 39825（2番人気）
馬単票数 計 207826 的中 �� 8838（3番人気）
ワイド票数 計 466300 的中 �� 29247（2番人気）�� 15259（9番人気）�� 28807（3番人気）
3連複票数 計 710340 的中 ��� 24736（3番人気）
3連単票数 計 750760 的中 ��� 5800（9番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―12．6―12．3―12．5―12．7―12．8―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―36．0―48．3―1：00．8―1：13．5―1：26．3―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．0
1
3
・（6，11）（2，5）1（9，13）12，3，4，10，7，8－14・（6，11）9（2，5）（1，3，13）10，12（4，8）7＝14

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

勝馬の
紹 介

コーラスケイト �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．3．20 中京2着

2018．6．2生 牝3鹿 母 カホマックス 母母 ジョリブロンド 5戦1勝 賞金 12，110，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブリングミージョイ号・イシュタル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月
18日まで平地競走に出走できない。

第６回 中京競馬 第５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



3505112月18日 晴 重 （3中京6） 第5日 第3競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走11時05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 � マブストーク 牡3鹿 56 中井 裕二マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 484＋ 41：23．7 5．3�
611 キングスバレイ 牡5栗 57 斎藤 新村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 532－ 21：23．8クビ 30．9�
35 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 470＋ 41：24．33 7．1�
24 ド ン カ ポ ノ 牡3鹿 56 藤岡 康太山田 貢一氏 庄野 靖志 新ひだか 土田農場 530＋221：24．4� 2．7�
48 � フリークボンバー 牡4黒鹿57 菱田 裕二吉永 清美氏 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 486＋ 2 〃 クビ 64．6�
23 � 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 504＋ 21：24．5クビ 15．6	
47 スマートワン 牡3青鹿 56

52 ★永島まなみ橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 クビ 29．1

12 クリノザウルス 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 482＋ 41：24．6� 78．7�
714 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± 01：24．81 22．7�
11 � カネショウルーイ 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜清水 正裕氏 中野 栄治 伊達 高橋農場 478－191：25．22� 59．7
815� シエテアレグリア �5栗 57

55 ◇藤田菜七子ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 464－ 21：25．3� 186．5�
713 ビービーレガロ �4鹿 57 坂井 瑠星�坂東牧場 戸田 博文 日高 ファーミングヤナキタ 522－ 2 〃 クビ 13．0�
59 シュアーヴアリア 牝3黒鹿54 古川 吉洋ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B480＋ 2 〃 ハナ 17．4�
612 ピ ナ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁畑佐 博氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 482＋ 61：25．72� 28．2�
510 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 B504＋ 21：25．91� 6．3�

816 エ リ オ ッ ト 牡3栗 56
53 ▲角田 大和 �吉澤ホールディングス 宮本 博 新冠 佐藤牧場 518－ 61：27．38 87．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，998，100円 複勝： 51，601，700円 枠連： 11，154，300円
馬連： 47，769，000円 馬単： 20，391，900円 ワイド： 49，423，400円
3連複： 77，274，100円 3連単： 71，146，700円 計： 361，759，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 660円 � 270円 枠 連（3－6） 2，180円

馬 連 �� 7，190円 馬 単 �� 10，810円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 600円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 14，900円 3 連 単 ��� 86，690円

票 数

単勝票数 計 329981 的中 � 49727（2番人気）
複勝票数 計 516017 的中 � 90114（2番人気）� 16424（9番人気）� 50080（4番人気）
枠連票数 計 111543 的中 （3－6） 3954（10番人気）
馬連票数 計 477690 的中 �� 5145（26番人気）
馬単票数 計 203919 的中 �� 1414（43番人気）
ワイド票数 計 494234 的中 �� 5445（28番人気）�� 22855（3番人気）�� 3328（40番人気）
3連複票数 計 772741 的中 ��� 3889（55番人気）
3連単票数 計 711467 的中 ��� 595（292番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．5―46．3―58．3―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マブストーク �
�
父 シ ル ポ ー ト �

�
母父 Sinndar

2018．5．4生 牡3鹿 母 ヒ シ ア ニ マ 母母 Anima 10戦1勝 賞金 14，330，000円
地方デビュー 2020．6．4 門別

〔発走状況〕 シエテアレグリア号は，枠入り不良。
※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 フロイング号

3505212月18日 晴 稍重 （3中京6） 第5日 第4競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時35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

23 アランヴェリテ 牡2芦 55
52 ▲小沢 大仁加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 22：02．5 4．7�
47 サトノドルチェ 牡2鹿 55 北村 宏司 �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 474－ 22：02．81� 7．7�
611 シ ュ テ ィ ル 牡2鹿 55 菱田 裕二林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 464＋122：02．9� 54．2�
22 ワ イ ズ マ ン 牡2黒鹿55 藤岡 康太山本又一郎氏 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 464－ 4 〃 アタマ 7．0�
35 キングロコマイカイ 牡2黒鹿 55

54 ☆富田 暁大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 486－ 22：03．0� 13．8�
712 プレミアスコア 牝2栗 54 斎藤 新 	キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：03．1� 9．3

713 ダノンフォーナイン 牡2青鹿55 武 豊�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 504＋12 〃 アタマ 7．8�
58 ヒヅルジョウ 牝2鹿 54

51 ▲角田 大和河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 476－ 6 〃 クビ 170．4�
46 メイショウトツカ 牡2鹿 55

52 ▲西谷 凜松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 富田牧場 452＋ 42：03．3� 25．7
610 ジ ェ ン ヌ 牝2鹿 54 古川 吉洋エムズレーシング 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 424－ 8 〃 クビ 44．7�
59 フレンドショコラ 牝2栗 54 柴山 雄一横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 380－ 62：03．51� 53．0�
815 ラウルピドゥ 牡2栗 55 川又 賢治 	社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 クビ 202．1�
11 ベッロジョヴァンニ 牡2栗 55 坂井 瑠星加藤 裕司氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 456＋ 22：03．81� 23．4�
34 リ ョ ウ フ ウ 牡2鹿 55 西村 淳也中辻 明氏 杉山 晴紀 浦河 バンブー牧場 504－ 62：03．9� 104．0�
814 パープルグローリー 牝2黒鹿54 吉田 隼人下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 498－ 62：05．610 4．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，326，700円 複勝： 59，989，900円 枠連： 11，606，600円
馬連： 50，958，600円 馬単： 21，630，200円 ワイド： 51，923，000円
3連複： 80，811，100円 3連単： 79，078，200円 計： 399，324，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 230円 � 240円 � 1，190円 枠 連（2－4） 790円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 850円 �� 4，610円 �� 4，000円

3 連 複 ��� 29，530円 3 連 単 ��� 107，560円

票 数

単勝票数 計 433267 的中 � 75748（2番人気）
複勝票数 計 599899 的中 � 77026（3番人気）� 70900（4番人気）� 10591（12番人気）
枠連票数 計 116066 的中 （2－4） 11326（4番人気）
馬連票数 計 509586 的中 �� 17543（8番人気）
馬単票数 計 216302 的中 �� 3829（15番人気）
ワイド票数 計 519230 的中 �� 16560（8番人気）�� 2825（48番人気）�� 3267（42番人気）
3連複票数 計 808111 的中 ��� 2052（102番人気）
3連単票数 計 790782 的中 ��� 533（387番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．8―12．9―12．5―12．3―12．2―11．8―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．8―49．7―1：02．2―1：14．5―1：26．7―1：38．5―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
3（7，13）（2，4，5，14，15）9－11，12（6，10）8－1
3（7，13）（2，4，15）（9，5，14）（11，12）（6，10）（1，8）

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

勝馬の
紹 介

アランヴェリテ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Cozzene デビュー 2021．6．27 阪神2着

2019．4．17生 牡2芦 母 ルミエールヴェリテ 母母 Play School 7戦1勝 賞金 11，970，000円
〔発走状況〕 ヒヅルジョウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



3505312月18日 晴 重 （3中京6） 第5日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時25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
1：51．2
1：50．9

重
不良

44 フロンタルジェダイ 牡2栗 55 藤岡 康太髙橋 正雄氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 516 ―1：54．0 17．1�
11 ラ ピ ド ゥ ス 牝2鹿 54 �島 良太�ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 476 ―1：54．53 7．5�
89 シゲルオトヒメ 牝2芦 54

51 ▲西谷 凜森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 416 ―1：54．71� 117．9�
55 エメヴィベール 牡2芦 55 坂井 瑠星ライオンレースホース� 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 564 ―1：54．9� 7．5�
33 タガノテフテフ 牝2栗 54

51 ▲角田 大和八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 428 ―1：55．11� 19．4	

66 イチゴヒトフリ 牡2鹿 55 柴山 雄一古賀 和夫氏 昆 貢 新冠 田渕牧場 542 ―1：55．95 1．5

22 ダイナミックリュウ 牡2栗 55 古川 吉洋�杵臼牧場 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 478 ―1：56．21� 34．0�
77 ミニストロペスカ 牡2栗 55

52 ▲小沢 大仁山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 448 ―1：57．58 8．3�
88 エムズブランコ 牝2栗 54 城戸 義政本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 488 ―1：59．5大差 30．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，876，600円 複勝： 38，252，100円 枠連： 4，426，100円
馬連： 30，788，200円 馬単： 20，447，300円 ワイド： 26，505，900円
3連複： 40，210，700円 3連単： 77，522，600円 計： 272，029，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 440円 � 270円 � 3，450円 枠 連（1－4） 5，050円

馬 連 �� 4，750円 馬 単 �� 11，560円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 9，760円 �� 6，620円

3 連 複 ��� 56，050円 3 連 単 ��� 351，270円

票 数

単勝票数 計 338766 的中 � 16777（5番人気）
複勝票数 計 382521 的中 � 22739（5番人気）� 43007（2番人気）� 2486（9番人気）
枠連票数 計 44261 的中 （1－4） 679（16番人気）
馬連票数 計 307882 的中 �� 5020（13番人気）
馬単票数 計 204473 的中 �� 1326（32番人気）
ワイド票数 計 265059 的中 �� 5649（14番人気）�� 687（35番人気）�� 1017（32番人気）
3連複票数 計 402107 的中 ��� 538（72番人気）
3連単票数 計 775226 的中 ��� 160（403番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．0―37．8―50．4―1：03．0―1：15．9―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4F51．0―3F38．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フロンタルジェダイ �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 Kitten’s Joy 初出走

2019．2．6生 牡2栗 母 キトゥンズグレイス 母母 イマーキュレイトキャット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ダイナミックリュウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

3505412月18日 晴 重 （3中京6） 第5日 第6競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時55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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

714 ア シ タ バ 牝3栗 54 西村 淳也佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 472－ 81：10．9 2．6�
36 � レイデルマール �3栗 56 川又 賢治 �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 498－121：11．43 8．0�
35 デアリングウーマン 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 436＋ 4 〃 ハナ 4．9�
47 スマートルミエール 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁大川 徹氏 田中 克典 新ひだか 飛野牧場 B464＋18 〃 ハナ 12．8�
612 パロットビーク 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 41：11．5クビ 11．6	

23 メイショウサトワ 牡3黒鹿56 森 裕太朗松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 三嶋牧場 530－ 21：11．6� 14．2

713 ヤンチャプリヒメ 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 444－ 21：11．7� 66．2�
510 ウェーブメジャー 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 B474＋ 41：11．91 16．3�
816 サンフィニティ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 ハナ 30．8
48 ジ ュ ラ ン ド 牝4栗 55

54 ☆亀田 温心�川島牧場 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 416－ 21：12．0クビ 7．0�
12 セレンディピア �4鹿 57

54 ▲服部 寿希 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 日西牧場 466＋ 4 〃 クビ 157．3�

815� スマッシュパワー 牡4鹿 57
53 ★永島まなみ�宮内牧場 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 432－ 21：12．63� 227．1�

611 デ ク ス タ ー �4栗 57
54 ▲原 優介小林竜太郎氏 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 464－ 81：12．81� 116．4�

59 � マヤノガルネリ �6鹿 57 加藤 祥太田所 英子氏 庄野 靖志 平取 協栄組合 454－ 21：12．9クビ 356．7�
11 � ユーデモニクス �6青鹿 57

54 ▲西谷 凜岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか ウエスタンファーム 480＋ 61：13．85 215．0�
24 ラブリークイーン 牝3栗 54 坂井 瑠星坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新冠 大狩部牧場 B466－ 21：16．3大差 32．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，917，700円 複勝： 51，617，800円 枠連： 9，747，700円
馬連： 46，826，300円 馬単： 20，236，300円 ワイド： 49，891，700円
3連複： 73，133，600円 3連単： 75，725，900円 計： 362，097，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 210円 � 150円 枠 連（3－7） 410円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 590円 �� 290円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 10，130円

票 数

単勝票数 計 349177 的中 � 107107（1番人気）
複勝票数 計 516178 的中 � 149045（1番人気）� 45163（4番人気）� 85846（2番人気）
枠連票数 計 97477 的中 （3－7） 18186（1番人気）
馬連票数 計 468263 的中 �� 24054（4番人気）
馬単票数 計 202363 的中 �� 6676（6番人気）
ワイド票数 計 498917 的中 �� 20618（4番人気）�� 49495（1番人気）�� 16057（6番人気）
3連複票数 計 731336 的中 ��� 22217（2番人気）
3連単票数 計 757259 的中 ��� 5418（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．3―11．5―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．1―45．6―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア シ タ バ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2021．6．5 中京13着

2018．6．1生 牝3栗 母 ウインプラチナム 母母 ダイヤモンドビコー 7戦2勝 賞金 21，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブリークイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月18日まで平地競

走に出走できない。



3505512月18日 晴 稍重 （3中京6） 第5日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13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
1：19．2
1：19．0

良
良

713 タイニーロマンス 牝3青鹿 54
53 ☆秋山 稔樹吉田 千津氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 528＋ 81：21．2 4．9�

510 ココリホウオウ 牡3鹿 56 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 高橋フアーム 472＋ 21：21．62� 9．5�
818 トーカイキング 牡3栗 56

55 ☆富田 暁田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 476＋ 4 〃 ハナ 52．7�
23 ブレーヴジャッカル 牡3栗 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B476＋ 21：21．7� 3．5�
714 トーホウディアス 牡3栗 56

53 ▲西谷 凜東豊物産� 南井 克巳 浦河 有限会社
吉田ファーム 452－ 61：21．8クビ 7．4	

816 テリオスルイ 牡3鹿 56 古川 吉洋鈴木美江子氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 474＋121：21．9� 80．6

611� キャプテンドレイク 牡4鹿 57 藤岡 康太谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486－ 21：22．11� 9．5�
715 スマートルグラン 牝3鹿 54 斎藤 新大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 静内山田牧場 430－ 21：22．2クビ 60．5�
612 リーディングパート 牝4鹿 55 藤井勘一郎 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 426＋ 41：22．62� 88．1
59 ヴィルトゥオシタ 牝4鹿 55 西村 淳也�G1レーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 442＋ 6 〃 クビ 200．0�
47 ミッキーハロー 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 456＋181：22．7� 25．5�
817 ミセスバローズ 牝3栗 54

51 ▲角田 大和猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 422＋ 4 〃 ハナ 56．7�
35 ド リ ア ー ド 牝3青鹿 54

51 ▲小沢 大仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 470＋10 〃 クビ 18．1�

36 ハ ヴ ァ ス 	3鹿 56 菱田 裕二�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458＋ 61：22．8� 55．6�

24 � クワイエット 牝5黒鹿 55
52 ▲服部 寿希 �YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B448－ 61：23．01 55．1�

48 ナンヨーアイボリー 牝3鹿 54 武 豊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B418＋ 21：23．11 5．1�
11 メ デ ィ シ ス 牝3鹿 54 中井 裕二中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 468＋141：23．41� 238．2�
12 � テンジュイン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子中村 政夫氏 千田 輝彦 日高 新井 昭二 456＋ 51：23．61� 89．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 37，435，800円 複勝： 54，774，100円 枠連： 10，868，200円
馬連： 48，945，900円 馬単： 19，840，000円 ワイド： 51，101，900円
3連複： 76，880，500円 3連単： 76，443，600円 計： 376，290，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 220円 � 270円 � 920円 枠 連（5－7） 1，230円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，760円

ワ イ ド �� 990円 �� 3，530円 �� 5，010円

3 連 複 ��� 28，900円 3 連 単 ��� 114，740円

票 数

単勝票数 計 374358 的中 � 60552（2番人気）
複勝票数 計 547741 的中 � 76525（2番人気）� 55987（5番人気）� 12739（10番人気）
枠連票数 計 108682 的中 （5－7） 6797（4番人気）
馬連票数 計 489459 的中 �� 14823（10番人気）
馬単票数 計 198400 的中 �� 3124（17番人気）
ワイド票数 計 511019 的中 �� 13779（11番人気）�� 3672（34番人気）�� 2570（50番人気）
3連複票数 計 768805 的中 ��� 1995（90番人気）
3連単票数 計 764436 的中 ��� 483（337番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．8―11．8―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―34．0―45．8―57．6―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイニーロマンス �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．11．1 東京1着

2018．1．31生 牝3青鹿 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 8戦2勝 賞金 21，358，000円

3505612月18日 晴 重 （3中京6） 第5日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時55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

22 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± 01：50．6 1．8�
710� アメリカンピース 牡3芦 56 吉田 隼人 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 米 Don Alberto

Corporation B466－ 21：51．13 6．2�
11 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 544＋ 21：51．95 14．4�

33 � 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 B496－ 21：52．0クビ 3．6�

44 テンウォークライ 牡3栗 56 原田 和真天白 泰司氏 金成 貴史 日高 木村牧場 480＋181：52．21� 21．1�
68 ジョイナイト 牡5鹿 57 中井 裕二西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 522－ 41：52．94 210．4	
55 アンブローニュ �4鹿 57

54 ▲原 優介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド B472－ 21：53．0クビ 192．1


812	 テーオーバフェット 牡4栗 57
54 ▲西谷 凜小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか フジワラフアーム B514－ 21：53．42
 14．2�

811 スズカブランコ 牡5栗 57
55 ◇藤田菜七子永井 啓弍氏 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 468＋121：54．57 190．0�

79 スズカガーベラ 牡3鹿 56 和田 翼永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 508＋ 81：55．67 281．8
56 ドリームオン 牡3鹿 56 西村 淳也長谷川守正氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 548 ―1：55．92 26．3�
67 グランディス �3鹿 56 北村 宏司石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 栄進牧場 B450－ 61：56．96 35．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，488，800円 複勝： 109，137，000円 枠連： 7，561，200円
馬連： 38，262，300円 馬単： 23，341，200円 ワイド： 35，889，100円
3連複： 57，220，300円 3連単： 106，921，000円 計： 412，820，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 180円 枠 連（2－7） 470円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 280円 �� 280円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 3，550円

票 数

単勝票数 計 344888 的中 � 150305（1番人気）
複勝票数 計1091370 的中 � 802555（1番人気）� 53333（3番人気）� 46126（4番人気）
枠連票数 計 75612 的中 （2－7） 12261（2番人気）
馬連票数 計 382623 的中 �� 50512（2番人気）
馬単票数 計 233412 的中 �� 22896（2番人気）
ワイド票数 計 358891 的中 �� 33827（3番人気）�� 34939（2番人気）�� 11913（9番人気）
3連複票数 計 572203 的中 ��� 38104（3番人気）
3連単票数 計1069210 的中 ��� 21833（7番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．7―12．4―12．3―12．3―12．6―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―36．0―48．4―1：00．7―1：13．0―1：25．6―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウミカワ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．11．21 阪神6着

2018．5．9生 牡3栗 母 メイショウボナール 母母 ダイアナスキー 12戦2勝 賞金 24，520，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームオン号・グランディス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月18日

まで平地競走に出走できない。



3505712月18日 晴 良 （3中京6） 第5日 第9競走 ��2，200�3歳以上1勝クラス
発走14時25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

35 チャックネイト 牡3鹿 55 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 476＋ 62：13．8 10．1�

11 � バニシングポイント 牡3芦 55 柴山 雄一長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Whisper Hill
Farm, LLC 494± 02：14．22� 9．6�

59 レ ベ ラ ン ス 牡3鹿 55 武 豊 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B458＋ 2 〃 ハナ 3．2�
816 ヴィトーリア 牡3黒鹿55 北村 宏司寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 434－ 62：14．3クビ 20．7�
47 タイセイコマンド 牡3鹿 55 菱田 裕二田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B490＋182：14．4� 103．5	
12 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± 02：14．72 6．8

48 マイネルヒッツェ 牡3芦 55

52 ▲角田 大和 �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 〃 アタマ 8．2�

714 エイカイファントム 牡3青 55 岡田 祥嗣二木 英德氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 506－ 4 〃 ハナ 30．9�
24 コスモホクシン 牡3鹿 55

52 ▲原 優介 �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± 02：14．91	 105．8
818 カフジアスール 牡3鹿 55

52 ▲小沢 大仁加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 474± 02：15．0� 32．3�
36 ゲンパチムサシ 牡3鹿 55 斎藤 新平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 前田ファーム 502－ 42：15．31� 69．0�
23 ナムラショウグン 牡4青鹿57 加藤 祥太奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 488＋ 42：15．4アタマ 218．6�
817 テ ン カ ハ ル 牡3栗 55 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502＋182：15．93 4．6�
715 アレクサンドロス 牡3黒鹿 55

54 ☆富田 暁吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 � 32．2�
713 ザレストノーウェア 牡3鹿 55 吉田 隼人大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458－ 62：16．0� 40．2�
612 フ ミ チ ャ ン 牝3芦 53

52 ☆亀田 温心林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞
湖 レイクヴィラファーム B480－ 22：16．1� 33．9�
611� アルスラーン 牡6黒鹿 57

54 ▲小林 凌大小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 510＋102：16．63 89．4�
510� アレレブルー 牡3黒鹿55 菅原 隆一程田 真司氏 小野 次郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 434－222：17．45 129．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，018，200円 複勝： 51，152，200円 枠連： 14，123，100円
馬連： 51，144，800円 馬単： 21，460，200円 ワイド： 52，705，500円
3連複： 85，866，100円 3連単： 86，273，500円 計： 397，743，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 250円 � 280円 � 160円 枠 連（1－3） 2，080円

馬 連 �� 6，490円 馬 単 �� 13，220円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 670円 �� 880円

3 連 複 ��� 6，360円 3 連 単 ��� 62，360円

票 数

単勝票数 計 350182 的中 � 27594（6番人気）
複勝票数 計 511522 的中 � 47883（4番人気）� 41814（5番人気）� 102643（1番人気）
枠連票数 計 141231 的中 （1－3） 5257（10番人気）
馬連票数 計 511448 的中 �� 6107（22番人気）
馬単票数 計 214602 的中 �� 1217（44番人気）
ワイド票数 計 527055 的中 �� 6507（20番人気）�� 21071（3番人気）�� 15566（7番人気）
3連複票数 計 858661 的中 ��� 10116（12番人気）
3連単票数 計 862735 的中 ��� 1003（171番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．0―35．5―48．1―1：00．6―1：13．0―1：25．2―1：37．2―1：48．8―2：01．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

チャックネイト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Dynaformer デビュー 2021．2．6 東京3着

2018．5．8生 牡3鹿 母 ゴジップガール 母母 Temperence Gift 6戦2勝 賞金 18，800，000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 ウエスタンエポナ号

3505812月18日 晴 良 （3中京6） 第5日 第10競走 ��
��1，200�スポーツ報知杯中京2歳ステークス

発走15時00分 （芝・左）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

読売新聞中部支社賞（1着）
賞 品

本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．5

良
良

77 	 ジ ャ ン グ ロ 牡2黒鹿55 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Nursery Place
& Partners 454－ 41：08．4レコード 3．6�

33 ウインマーベル 牡2栗 56 松岡 正海�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム B468＋ 41：09．03
 2．8�
44 メイショウグラニー 牝2鹿 54 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 448－101：09．32 6．3�
66 インプロバイザー 牡2芦 55 吉田 隼人江馬 由将氏 音無 秀孝 安平 追分ファーム 460－ 41：09．5� 7．0�
22 フェブサンカラ 牝2鹿 54 高倉 稜釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 402－ 41：09．6� 41．2�
11 フ ァ ン デ ル 牝2黒鹿54 中井 裕二中辻 明氏 杉山 佳明 新ひだか タガミファーム 456－ 61：09．7クビ 68．8	
55 ジョーブリッランテ 牡2栗 55 西村 淳也上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 494－ 4 〃 ハナ 5．5

88 スーパーラッキー 牡2鹿 55 亀田 温心重野 心平氏 新谷 功一 むかわ 市川牧場 460＋ 21：09．8� 28．7�
89 ラインアルテア 牡2黒鹿55 藤井勘一郎大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 474± 01：11．39 131．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 57，538，500円 複勝： 52，088，700円 枠連： 8，520，600円
馬連： 70，204，900円 馬単： 35，424，700円 ワイド： 51，224，900円
3連複： 91，232，100円 3連単： 167，800，600円 計： 534，035，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 120円 � 160円 枠 連（3－7） 530円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 190円 �� 390円 �� 310円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 4，170円

票 数

単勝票数 計 575385 的中 � 134090（2番人気）
複勝票数 計 520887 的中 � 105455（2番人気）� 138715（1番人気）� 64923（5番人気）
枠連票数 計 85206 的中 （3－7） 12274（1番人気）
馬連票数 計 702049 的中 �� 114706（1番人気）
馬単票数 計 354247 的中 �� 27975（2番人気）
ワイド票数 計 512249 的中 �� 77862（1番人気）�� 29348（7番人気）�� 39227（3番人気）
3連複票数 計 912321 的中 ��� 75197（3番人気）
3連単票数 計1678006 的中 ��� 29119（8番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―11．3―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．7―45．0―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．7
3 ・（7，9）（2，6）（3，8）（1，4）5 4 7，9（2，6）（3，8）（1，4）5

勝馬の
紹 介

	ジ ャ ン グ ロ 
�
父 More Than Ready 

�
母父 Broad Brush デビュー 2021．8．22 小倉3着

2019．3．2生 牡2黒鹿 母 Goodbye Stranger 母母 Prime Investor 6戦2勝 賞金 27，103，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



3505912月18日 晴 良 （3中京6） 第5日 第11競走 ��1，200�
あ り ま つ

有 松 特 別
発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス，2．12．19以降3．12．12まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

35 フ ミ ロ ア 牝3鹿 52 斎藤 新林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 444－ 41：08．9 7．6�
47 ディヴィナシオン 牡4黒鹿55 古川 吉洋一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 468± 01：09．0� 18．7�
23 ア ビ エ ル ト 牡4鹿 56 和田 翼野嶋 祥二氏 杉山 佳明 浦河 富田牧場 506＋141：09．1クビ 7．4�
611 ファイアーボーラー �5黒鹿55 武 豊 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 466＋101：09．31� 9．6�
48 メイショウハボタン 牝3鹿 52 富田 暁松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 468＋121：09．51� 33．0�
510 アンセーニュ 牝3鹿 52 坂井 瑠星吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 422－ 21：09．71� 5．0	
817	 ロングファイナリー �5鹿 53 長岡 禎仁中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 482± 0 〃 ハナ 41．5

12 シオミチクレバ 牝4鹿 52 高倉 稜谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 ハナ 41．1�
612 シトラスノキセキ 牝5鹿 51 西村 太一加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448－ 4 〃 同着 180．7�
24 ダノンボヌール 牝4黒鹿53 中井 裕二ダノックス 村山 明 日高 白井牧場 B488＋ 61：09．91� 14．2�
816	 ヴィクトワールメイ 牝5黒鹿52 原 優介山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 452－121：10．0クビ 12．6�
36 コ コ ラ 牝4黒鹿51 藤田菜七子田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 464－ 8 〃 クビ 94．8�
59 カシノフォワード �3鹿 54 秋山 稔樹柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 432－ 41：10．1クビ 18．3�
713 スターズプレミア 牡4鹿 54 吉田 隼人 DMMドリームクラブ 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 478＋ 4 〃 クビ 7．6�
714 メメントモリ 牝4鹿 53 西村 淳也吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 476＋121：10．2クビ 6．4�
11 エ ピ ロ ー グ 牝5鹿 52 川又 賢治藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B492± 01：10．3� 76．4�
815	 モ テ モ テ 牝5鹿 52 亀田 温心�イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 466± 01：10．83 28．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 68，826，600円 複勝： 106，072，400円 枠連： 48，371，600円
馬連： 178，224，400円 馬単： 62，175，300円 ワイド： 126，604，100円
3連複： 299，253，700円 3連単： 289，499，400円 計： 1，179，027，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 350円 � 500円 � 310円 枠 連（3－4） 6，140円

馬 連 �� 10，060円 馬 単 �� 15，270円

ワ イ ド �� 3，080円 �� 1，150円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 14，770円 3 連 単 ��� 94，370円

票 数

単勝票数 計 688266 的中 � 72353（4番人気）
複勝票数 計1060724 的中 � 81388（5番人気）� 52042（9番人気）� 95832（3番人気）
枠連票数 計 483716 的中 （3－4） 6104（25番人気）
馬連票数 計1782244 的中 �� 13720（38番人気）
馬単票数 計 621753 的中 �� 3053（63番人気）
ワイド票数 計1266041 的中 �� 10316（41番人気）�� 28816（9番人気）�� 27246（11番人気）
3連複票数 計2992537 的中 ��� 15190（51番人気）
3連単票数 計2894994 的中 ��� 2224（311番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．2―11．2―11．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．1―45．3―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ミ ロ ア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．6．14 東京7着

2018．3．23生 牝3鹿 母 ラストワルツ 母母 パーフェクトサークル 11戦3勝 賞金 34，078，000円

3506012月18日 晴 重 （3中京6） 第5日 第12競走 1，400�
お お す

大 須 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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

12 オーマイガイ 牡8栗 57 亀田 温心廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 472－ 41：22．3 3．7�
11 ルチェカリーナ 牝3栗 54 吉田 隼人加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 478± 01：22．83 8．3�
510 ゲンパチマイティー 牡4鹿 57 高倉 稜平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B526＋ 21：23．01� 50．2�
816 イ バ ル 牡4青鹿57 藤岡 康太ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 524＋ 41：23．1� 2．6�
59 サイヤダンサー 牡4鹿 57 北村 宏司西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 468＋ 21：23．63 42．8�
714 ユ ウ ゲ ン 牡4鹿 57 菱田 裕二林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 502＋ 6 〃 ハナ 9．9�
36 ヤ ウ ガ ウ 牡4鹿 57 斎藤 新 	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 490－ 21：23．91� 18．6

48 エイシンディーデイ 牡3栗 56 西村 淳也	栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 490＋101：24．32� 5．1�
612� クリノカサット 牝6栗 55 加藤 祥太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 490± 0 〃 ハナ 255．0�
47 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 490－ 61：24．61� 143．3
23 ヤ マ メ 牝4黒鹿55 藤井勘一郎越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 474－ 2 〃 アタマ 226．6�
35 ロンドンデリーエア 牡4栗 57 富田 暁 	グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 470＋ 61：24．81� 21．4�
24 ナ リ ス 牝5鹿 55 荻野 琢真萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 476－ 21：24．9� 86．9�
713 サ ノ ハ ニ ー 牝4黒鹿55 小林 凌大佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 488＋141：26．38 213．0�
815� コウユーモテモテ 牝4鹿 55 松岡 正海加治屋貞光氏 竹内 正洋 新ひだか 福岡 駿弥 492－ 91：26．94 50．5�

（15頭）
611� シャークスポット 牡3鹿 56 武 豊沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 68，537，100円 複勝： 86，899，500円 枠連： 25，330，600円
馬連： 111，643，500円 馬単： 41，543，100円 ワイド： 92，884，600円
3連複： 164，859，300円 3連単： 187，280，500円 計： 778，978，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 270円 � 900円 枠 連（1－1） 1，380円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 630円 �� 2，550円 �� 6，160円

3 連 複 ��� 19，780円 3 連 単 ��� 76，620円

票 数

単勝票数 計 685371 的中 � 146857（2番人気）
複勝票数 計 868995 的中 � 160301（2番人気）� 82044（4番人気）� 19695（10番人気）
枠連票数 計 253306 的中 （1－1） 14127（7番人気）
馬連票数 計1116435 的中 �� 56597（5番人気）
馬単票数 計 415431 的中 �� 10831（9番人気）
ワイド票数 計 928846 的中 �� 40507（6番人気）�� 9118（25番人気）�� 3713（46番人気）
3連複票数 計1648593 的中 ��� 6249（61番人気）
3連単票数 計1872805 的中 ��� 1772（237番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―11．6―11．7―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．4―46．0―57．7―1：09．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．3
3 2，5（1，8）（10，9）16，4（12，14）－3，6－（7，13）＝15 4 2（1，5）8（10，9）16（4，12，14）－（3，6）－（7，13）＝15

勝馬の
紹 介

オーマイガイ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2015．10．10 京都1着

2013．3．22生 牡8栗 母 リスティアアスリー 母母 エリモシユーテング 39戦4勝 賞金 101，304，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 シャークスポット号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウユーモテモテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月18日まで平地

競走に出走できない。



（3中京6）第5日 12月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 175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

206，520，000円
23，120，000円
1，390，000円
23，370，000円
74，232，000円
4，812，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
519，844，000円
770，617，500円
170，419，600円
771，267，800円
329，254，600円
687，146，800円
1，201，764，300円
1，366，708，100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 5，817，022，700円

総入場人員 3，059名 （有料入場人員 2，851名）
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