
3506112月19日 晴 重 （3中京6） 第6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

710 マルカアトラス 牡2鹿 55
52 ▲小沢 大仁日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 高昭牧場 492－ 41：52．8 4．7�

22 フクノラヴァル 牡2黒鹿55 中井 裕二福島 祐子氏 長谷川浩大 新ひだか 土田農場 B484± 01：52．9� 9．8�
811 エバーグロー 牡2鹿 55 坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 486＋ 41：53．21� 6．6�
79 ヒルノロワール 牡2鹿 55

54 ☆亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 新ひだか サカイファーム 496＋101：53．41 9．9�
55 � スエトニウス 牡2栗 55 西村 淳也 �社台レースホース藤原 英昭 米 Shadai Cor-

poration 470＋ 81：53．61� 1．9	
44 ソルトグリーン 牡2鹿 55 松田 大作杉浦 敏夫氏 武 英智 千歳 社台ファーム B506＋ 61：54．45 18．3

56 スーサンユッセ 牝2鹿 54

51 ▲角田 大和林 進氏 笹田 和秀 浦河 浦河日成牧場 466＋ 41：54．61� 46．8�
812 タケルカムイ 牡2栗 55

52 ▲小林 凌大森 保彦氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 540＋ 21：55．34 168．9�
33 ディープギルドン 牡2鹿 55 荻野 極深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 520－ 41：55．51� 170．0
67 � シゲルツバメ 牝2芦 54

53 ☆富田 暁森中 蕃氏 橋田 満 愛 Rockfield
Farm 418－101：56．67 98．4�

68 チュウワフラワー 牝2鹿 54 伊藤 工真中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 456－ 81：56．92 288．0�
11 タツフェーヴル 牡2鹿 55 城戸 義政鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか ニッコウファーム 466－182：00．8大差 116．2�
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売 得 金
単勝： 32，675，500円 複勝： 41，891，900円 枠連： 6，105，600円
馬連： 39，774，000円 馬単： 21，858，900円 ワイド： 33，547，000円
3連複： 61，308，600円 3連単： 80，043，900円 計： 317，205，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 300円 � 220円 枠 連（2－7） 1，060円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 520円 �� 420円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 14，430円

票 数

単勝票数 計 326755 的中 � 57958（2番人気）
複勝票数 計 418919 的中 � 56221（2番人気）� 33614（4番人気）� 51716（3番人気）
枠連票数 計 61056 的中 （2－7） 4459（5番人気）
馬連票数 計 397740 的中 �� 17723（7番人気）
馬単票数 計 218589 的中 �� 5472（11番人気）
ワイド票数 計 335470 的中 �� 16637（7番人気）�� 21172（5番人気）�� 12137（8番人気）
3連複票数 計 613086 的中 ��� 16153（11番人気）
3連単票数 計 800439 的中 ��� 4019（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．1―48．6―1：01．3―1：14．3―1：26．8―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マルカアトラス �
�
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 2021．11．27 阪神4着

2019．4．30生 牡2鹿 母 フォースライト 母母 フォーティエース 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 チュウワフラワー号の騎手伊藤工真は，入線後の御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タツフェーヴル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月19日まで平地競

走に出走できない。

3506212月19日 晴 重 （3中京6） 第6日 第2競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走10時25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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

612 ミラーウォーカーズ 牝3鹿 54 藤岡 康太ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 モリナガファーム 476－ 61：23．8 2．9�
48 エコロマンボ 牝3鹿 54 西村 淳也原村 正紀氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 514＋101：23．9� 15．9�
24 ビクトリアバローズ 牝3鹿 54 中井 裕二猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 452－ 41：24．43 2．5�
23 メイショウコミチ 牝5鹿 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 460± 0 〃 ハナ 27．2�
35 ピュアカラー 牝4黒鹿55 荻野 極 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：24．5� 61．6	
36 テーオーメアリー 牝3鹿 54 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 2 〃 ハナ 30．9

59 メテオダヴリル 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 502－ 81：24．71� 7．2�

816 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 460＋ 4 〃 � 27．1�
713 シ ベ ー ル 牝4鹿 55 斎藤 新 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 464± 01：24．8� 41．7
12 グルナピーク 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 中川 公成 浦河 市川牧場 440＋ 11：25．01� 159．4�
510 デルマシャンパン 牝6黒鹿55 坂井 瑠星浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B480－ 8 〃 ハナ 29．9�
611� ダイナストーン 牝3栗 54 柴山 雄一山本又一郎氏 藤沢 和雄 新ひだか 岡田牧場 550＋121：25．31� 23．1�
11 � キ ヨ ラ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 472＋ 41：25．4� 153．0�
47 ペリトモレノ 牝4鹿 55 黛 弘人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 496＋ 81：25．61� 317．9�
815 トーセンアルル 牝3栗 54

51 ▲永野 猛蔵島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 504± 01：25．8� 22．6�

714 ララシャルロット 牝3栗 54 菱田 裕二フジイ興産� 坂口 智康 新冠 佐藤牧場 480± 01：25．9� 37．9�
（法942）
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売 得 金
単勝： 37，681，000円 複勝： 48，742，100円 枠連： 9，998，500円
馬連： 52，361，900円 馬単： 23，818，600円 ワイド： 57，896，000円
3連複： 86，245，700円 3連単： 82，816，600円 計： 399，560，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 210円 � 120円 枠 連（4－6） 1，630円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 560円 �� 180円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 8，440円

票 数

単勝票数 計 376810 的中 � 103378（2番人気）
複勝票数 計 487421 的中 � 108606（2番人気）� 42244（4番人気）� 120789（1番人気）
枠連票数 計 99985 的中 （4－6） 4739（7番人気）
馬連票数 計 523619 的中 �� 21758（5番人気）
馬単票数 計 238186 的中 �� 6517（6番人気）
ワイド票数 計 578960 的中 �� 22774（5番人気）�� 99639（1番人気）�� 24143（4番人気）
3連複票数 計 862457 的中 ��� 42532（2番人気）
3連単票数 計 828166 的中 ��� 7112（10番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．4―12．3―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．6―47．0―59．3―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミラーウォーカーズ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．2．14 東京6着

2018．3．8生 牝3鹿 母 キョウエイカプリス 母母 レイズユアグラス 5戦1勝 賞金 13，600，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔その他〕 ララシャルロット号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ララシャルロット号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年1月19日まで出走できない。

第６回 中京競馬 第６日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3506312月19日 晴 重 （3中京6） 第6日 第3競走 1，900�3歳以上1勝クラス
発走10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
1：54．7
1：53．7

重
不良

33 ダッシュダクラウン �3青鹿 56
55 ☆富田 暁星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 B456－101：57．9 5．1�

68 ショウナンアーチー 牡3鹿 56 坂井 瑠星国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 504－ 41：58．0� 1．6�
44 ワセダハーツ 牡3栗 56 西村 淳也大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 434－ 21：58．21� 17．2�
11 ウ ラ エ ウ ス 牡3青 56

53 ▲角田 大和吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム B472＋101：58．3� 4．9�
22 ダノンアポロン 牡6鹿 57

56 ☆泉谷 楓真�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 508＋ 81：58．83 102．5�
56 セイカヤマノ 牡5黒鹿57 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 500－141：59．11� 86．1	
813 ワイドレッジャドロ 牡4黒鹿 57

56 ☆亀田 温心幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 510＋ 61：59．31� 16．4

45 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 510＋ 41：59．4� 232．9�
711 ペイシャシキブ �5黒鹿 57

56 ☆秋山 稔樹北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 B472＋ 21：59．5� 21．3�
710 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 446＋ 41：59．6クビ 55．7
812 ロングテール 牡3鹿 56 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：59．7� 255．8�
69 ニホンピロハーバー 牡3黒鹿56 田中 健小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 500－ 32：00．65 32．2�
57 グリンブルスティ 牡3鹿 56 藤岡 康太�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ B478＋ 62：00．81� 72．2�
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売 得 金
単勝： 34，449，100円 複勝： 78，081，300円 枠連： 6，942，800円
馬連： 44，521，600円 馬単： 26，797，300円 ワイド： 43，902，300円
3連複： 71，436，200円 3連単： 104，606，500円 計： 410，737，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 110円 � 230円 枠 連（3－6） 420円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 250円 �� 870円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 8，130円

票 数

単勝票数 計 344491 的中 � 53860（3番人気）
複勝票数 計 780813 的中 � 70469（2番人気）� 491836（1番人気）� 31923（4番人気）
枠連票数 計 69428 的中 （3－6） 12716（1番人気）
馬連票数 計 445216 的中 �� 80948（2番人気）
馬単票数 計 267973 的中 �� 16439（6番人気）
ワイド票数 計 439023 的中 �� 50869（2番人気）�� 11314（10番人気）�� 27138（4番人気）
3連複票数 計 714362 的中 ��� 34290（3番人気）
3連単票数 計1046065 的中 ��� 9322（21番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．4―29．7―43．3―56．2―1：08．2―1：20．6―1：32．7―1：44．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダッシュダクラウン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．10．11 京都10着

2018．4．25生 �3青鹿 母 ア マ ラ ン ス 母母 ノーノーネヴアー 12戦2勝 賞金 22，370，000円

3506412月19日 晴 良 （3中京6） 第6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

35 スカイトレイル 牝2鹿 54
51 ▲小沢 大仁小島 俊治氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 432＋ 81：22．1 7．6�

612 クリノマジン 牡2鹿 55
54 ☆秋山 稔樹栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 452＋181：22．2� 11．6�

714� ショウナンハクラク 牡2黒鹿55 浜中 俊国本 哲秀氏 松下 武士 英 Tetsuhide
Kunimoto 472－ 21：22．3� 5．6�

59 エスオーライアン 牡2鹿 55
54 ☆富田 暁岡本 昌市氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 448＋16 〃 クビ 52．3�

47 ミ キ ネ ス 牝2青鹿54 松若 風馬�三嶋牧場 長谷川浩大 浦河 岡本牧場 456± 01：22．51� 13．2�
36 アルマイメル 牡2鹿 55 古川 吉洋ケーエスHD 武 英智 新冠 小泉牧場 462－ 8 〃 クビ 16．2	
713 ミルヒシュトラーセ 牝2栗 54

51 ▲角田 大和
G1レーシング 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 464± 01：22．6アタマ 54．4�
48 コパノサンタフェ 牝2青鹿 54

51 ▲小林 凌大小林 祥晃氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 454± 01：22．92 297．1�
23 � エンジェルシリカ 牝2鹿 54

50 ★古川 奈穂前田 幸大氏 矢作 芳人 米 Mrs. E
Stockwell 446－ 6 〃 アタマ 5．1

24 サトノストロング 牡2黒鹿55 斎藤 新 
サトミホースカンパニー 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 474＋ 8 〃 アタマ 4．2�
12 プ ロ ボ ノ 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464＋ 21：23．0クビ 91．5�

816 バ ス マ テ ィ 牝2鹿 54 柴山 雄一多田 信尊氏 藤沢 和雄 新ひだか 小野 秀治 432－ 21：23．1� 15．5�
611 ス リ ッ ク 牝2栗 54 西村 淳也平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 460－ 41：23．84 309．1�
818 ア レ マ ー ナ 牝2鹿 54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 480＋14 〃 ハナ 36．1�
510 レ ヴ ォ ル ト 牡2黒鹿55 藤岡 康太�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 坂本 智広 B488＋10 〃 クビ 33．7�
817 ベ ニ テ マ リ 牝2鹿 54

51 ▲原 優介
G1レーシング 西園 正都 安平 追分ファーム 430± 01：23．9クビ 52．1�
715 オースミリン 牝2栗 54 田中 健
オースミ 荒川 義之 浦河 	川 啓一 446－ 61：24．43� 43．6�
11 � フ ィ ト ッ ク 牡2栗 55 荻野 極ゴドルフィン 藤岡 健一 愛 M.S.& C.S.

Griffiths 458＋ 81：24．82� 238．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 45，142，900円 複勝： 69，015，100円 枠連： 14，602，400円
馬連： 60，654，200円 馬単： 25，132，000円 ワイド： 64，808，600円
3連複： 103，952，900円 3連単： 94，150，800円 計： 477，458，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 250円 � 290円 � 190円 枠 連（3－6） 3，290円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 7，770円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 960円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 8，730円 3 連 単 ��� 46，590円

票 数

単勝票数 計 451429 的中 � 49775（4番人気）
複勝票数 計 690151 的中 � 70102（4番人気）� 55919（6番人気）� 102881（2番人気）
枠連票数 計 146024 的中 （3－6） 3436（13番人気）
馬連票数 計 606542 的中 �� 11827（15番人気）
馬単票数 計 251320 的中 �� 2424（28番人気）
ワイド票数 計 648086 的中 �� 11489（18番人気）�� 17576（9番人気）�� 15372（11番人気）
3連複票数 計1039529 的中 ��� 8929（27番人気）
3連単票数 計 941508 的中 ��� 1465（122番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―33．9―45．8―57．7―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．3
3 17－6，13（8，12）（2，14）（11，10，18）5（7，16）（3，9，15）（1，4） 4 17－6，13（8，12）（2，14）（5，11，10，18）（7，16）（3，9，15）（1，4）

勝馬の
紹 介

スカイトレイル �
�
父 ザファクター �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．8．7 新潟2着

2019．4．29生 牝2鹿 母 アドマイヤアロング 母母 メインスルー 4戦1勝 賞金 8，410，000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 ルショコラ号



3506512月19日 曇 良 （3中京6） 第6日 第5競走 ��1，400�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
1：20．9
1：20．1

良
良

11 � モズゴールドバレル 牝2黒鹿54 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米 Timothy Le-
sley Thompson 444 ―1：23．3 1．5�

611 メモリーサボアール 牝2鹿 54
51 ▲角田 大和�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 496 ―1：23．4� 65．0�

12 ヒロシゲダンディ 牡2鹿 55
54 ☆亀田 温心阿尾 浩和氏 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 500 ―1：23．71� 11．5�

612 ユーロックデュード 牝2芦 54 川又 賢治�坂東牧場 吉村 圭司 様似 スイートフアーム 408 ― 〃 アタマ 126．3�
23 ジュマピリクー 牡2鹿 55

52 ▲小沢 大仁幅田 昌伸氏 辻野 泰之 平取 川向高橋育
成牧場 432 ― 〃 アタマ 112．6	

818 プルートマスター 牡2青鹿55 西村 淳也吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488 ―1：24．02 10．0

715 ヘクトパスカル 牝2黒鹿54 菱田 裕二西村 健氏 橋口 慎介 新ひだか 坂本 智広 434 ―1：24．21 8．0�
817 タ ガ ノ ミ ア 牝2鹿 54 浜中 俊八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458 ―1：24．3� 8．7�
47 ルシャドール 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 420 ―1：24．51� 54．1
510 ハクサンセレーネ 牝2栗 54

51 ▲原 優介河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 434 ―1：24．6� 157．8�
35 ニシオルッカ 牝2鹿 54 太宰 啓介三宅 勝俊氏 高橋 亮 新ひだか 武 牧場 456 ― 〃 アタマ 171．0�
59 ラヴァーズリング 牝2青鹿 54

50 ★永島まなみ三宅 勝俊氏 高橋 康之 新冠 松浦牧場 478 ―1：25．13 79．9�
816 アルーリングリップ 牝2鹿 54 伊藤 工真尾上 寿夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 416 ― 〃 アタマ 56．7�
714 ミイヒダンサー 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子前迫 義幸氏 辻 哲英 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 426 ―1：25．2� 134．8�

36 � スパイツァック 牝2青鹿54 松若 風馬 KRジャパン 杉山 晴紀 米 KR Japan 438 ―1：25．41� 34．8�
24 ナエギジョー 牝2芦 54 古川 吉洋丸山 輝城氏 木原 一良 登別 青藍牧場 442 ― 〃 アタマ 222．2�
713 スヴィルカーチ 牡2黒鹿55 斎藤 新 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 442 ―1：26．25 38．4�
48 イエローストーン 牡2栗 55

54 ☆泉谷 楓真西浦 和男氏 音無 秀孝 様似 清水スタッド 478 ―1：30．1大差 158．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 41，225，700円 複勝： 43，809，200円 枠連： 13，230，900円
馬連： 43，533，900円 馬単： 24，240，000円 ワイド： 40，021，300円
3連複： 62，672，700円 3連単： 81，512，300円 計： 350，246，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 920円 � 220円 枠 連（1－6） 2，160円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 410円 �� 4，540円

3 連 複 ��� 8，500円 3 連 単 ��� 29，900円

票 数

単勝票数 計 412257 的中 � 206230（1番人気）
複勝票数 計 438092 的中 � 166332（1番人気）� 6997（10番人気）� 42039（5番人気）
枠連票数 計 132309 的中 （1－6） 4740（7番人気）
馬連票数 計 435339 的中 �� 11194（9番人気）
馬単票数 計 242400 的中 �� 4524（11番人気）
ワイド票数 計 400213 的中 �� 6422（14番人気）�� 28076（4番人気）�� 2103（42番人気）
3連複票数 計 626727 的中 ��� 5526（29番人気）
3連単票数 計 815123 的中 ��� 1976（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．7―47．9―59．5―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モズゴールドバレル �
�
父 Optimizer �

�
母父 Rock of Gibraltar 初出走

2019．5．19生 牝2黒鹿 母 Sweeter Still 母母 Beltisaal 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ラヴァーズリング号の騎手永島まなみは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

メモリーサボアール号の騎手角田大和は，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：3
番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 イエローストーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月19日まで平地競
走に出走できない。

3506612月19日 曇 重 （3中京6） 第6日 第6競走 ��1，200�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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

11 キュムロンニンバス 牡3鹿 56 黛 弘人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 496－ 41：11．1 13．0�
611 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 496－ 2 〃 アタマ 11．5�
23 トミケンカラバティ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大佐野 信幸氏 尾形 和幸 浦河 信岡牧場 454＋101：11．31 4．1�
612 ノボベルサイユ 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大和矢野 琢也氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 472＋ 81：11．51� 10．3�
510 コパノキャッチング 牡3黒鹿 56

55 ☆泉谷 楓真小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 464－ 3 〃 ハナ 98．2�
12 � ア ス カ ロ ン 牡3鹿 56 松若 風馬小松 達昌氏 森 秀行 米 Heider Family

Stables, LLC 486＋121：11．6アタマ 18．4	
815 ジュラメント 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 438＋ 2 〃 クビ 84．5

35 イルクオーレ �3鹿 56 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 486－141：11．7� 10．8�
714	 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± 01：11．9
 21．1�
47 ノーブルグレイス 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁吉木 伸彦氏 宮本 博 平取 稲原牧場 450± 0 〃 ハナ 4．4�
59 	 ゴスホーククレスト 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B512＋ 41：12．43 8．6�
713 ハイプリーステス 牝3芦 54 城戸 義政田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 田原橋本牧場 426＋ 21：12．5クビ 146．5�
48 テイエムメロディー 牝5鹿 55

51 ★永島まなみ竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 488＋ 4 〃 クビ 28．6�
24 サイモンルピナス 牝3黒鹿54 西村 淳也澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 B432＋ 41：12．6クビ 10．9�
816 レオスパンキー 牡3黒鹿56 中井 裕二�レオ 牧 光二 日高 ノースガーデン 514＋ 41：12．7� 57．2�
36 ニシノミズカゼ 牝3栗 54

51 ▲永野 猛蔵西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 中田 英樹 B468＋ 41：12．8
 23．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，305，600円 複勝： 55，785，300円 枠連： 14，040，400円
馬連： 54，771，300円 馬単： 22，112，300円 ワイド： 59，275，400円
3連複： 91，141，200円 3連単： 85，609，900円 計： 418，041，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 340円 � 280円 � 170円 枠 連（1－6） 2，870円

馬 連 �� 7，350円 馬 単 �� 13，620円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 830円 �� 700円

3 連 複 ��� 7，290円 3 連 単 ��� 51，720円

票 数

単勝票数 計 353056 的中 � 21647（8番人気）
複勝票数 計 557853 的中 � 37107（7番人気）� 47415（4番人気）� 104101（1番人気）
枠連票数 計 140404 的中 （1－6） 3782（12番人気）
馬連票数 計 547713 的中 �� 5772（31番人気）
馬単票数 計 221123 的中 �� 1217（61番人気）
ワイド票数 計 592754 的中 �� 6286（31番人気）�� 18618（8番人気）�� 22615（4番人気）
3連複票数 計 911412 的中 ��� 9368（17番人気）
3連単票数 計 856099 的中 ��� 1200（142番人気）

ハロンタイム 12．2―10．2―11．3―11．7―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．4―33．7―45．4―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キュムロンニンバス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2020．6．6 東京6着

2018．4．24生 牡3鹿 母 オーミチェリッシュ 母母 メイショウユキカゼ 13戦2勝 賞金 20，510，000円
〔制裁〕 キュムロンニンバス号の騎手黛弘人は，最後の直線コースで外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 エアダンルース号



3506712月19日 曇 重 （3中京6） 第6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）

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

45 イ グ ナ ー ツ 牡5鹿 57
56 ☆泉谷 楓真前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 81：51．9 13．5�
33 セブンデイズ 牡3青鹿 56

53 ▲永野 猛蔵前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 494＋ 2 〃 ハナ 6．1�
56 エルモドーロ 牡3栗 56 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 458－ 2 〃 ハナ 4．0�
22 スパークインザアイ �4鹿 57

56 ☆亀田 温心西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 462± 01：52．75 22．9�
11 � ヒューミリティ �4栗 57

56 ☆秋山 稔樹 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム B458－ 21：52．8� 46．0�
710 ハイラブハンター 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 490＋ 21：53．11� 5．5	
57 キ ゾ ク 牡3栗 56

53 ▲小沢 大仁西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか 田中 裕之 498－ 2 〃 ハナ 31．5

711 ブラインドデート 牝4黒鹿 55

52 ▲角田 大和窪田 康志氏 斉藤 崇史 新冠 大栄牧場 474－ 21：53．31	 10．7�
69 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 480－ 21：53．51	 221．8�
813� ホウオウサマンサ 牝6栗 55

51 ★永島まなみ小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 61：54．14 204．1
68 サイモンルグラン 牡4鹿 57 斎藤 新澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 506＋ 41：54．41� 20．6�
812 シグネチャーセル 牡3鹿 56 西村 淳也前田 葉子氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B500＋ 81：55．14 3．0�
44 � ウエスタンスパーダ 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 506－ 11：55．63 95．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，458，300円 複勝： 41，524，700円 枠連： 7，788，800円
馬連： 41，378，400円 馬単： 18，804，100円 ワイド： 39，379，900円
3連複： 63，070，000円 3連単： 76，312，300円 計： 316，716，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 330円 � 210円 � 160円 枠 連（3－4） 5，170円

馬 連 �� 4，860円 馬 単 �� 11，090円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 860円 �� 470円

3 連 複 ��� 5，280円 3 連 単 ��� 44，830円

票 数

単勝票数 計 284583 的中 � 16860（6番人気）
複勝票数 計 415247 的中 � 27043（6番人気）� 52503（4番人気）� 78113（2番人気）
枠連票数 計 77888 的中 （3－4） 1167（18番人気）
馬連票数 計 413784 的中 �� 6593（19番人気）
馬単票数 計 188041 的中 �� 1271（40番人気）
ワイド票数 計 393799 的中 �� 7070（20番人気）�� 11584（8番人気）�� 22923（5番人気）
3連複票数 計 630700 的中 ��� 8955（18番人気）
3連単票数 計 763123 的中 ��� 1234（158番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．6―50．0―1：02．2―1：14．6―1：27．0―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イ グ ナ ー ツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．2．10 京都3着

2016．5．4生 牡5鹿 母 ラフアウェイ 母母 シェリーズスマイル 20戦2勝 賞金 24，120，000円
〔その他〕 ウエスタンスパーダ号・シグネチャーセル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ウエスタンスパーダ号・シグネチャーセル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年1月19日まで

出走できない。

3506812月19日 曇 良 （3中京6） 第6日 第8競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時45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

11 メモリーエフェクト 牡3鹿 56
55 ☆富田 暁�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 470＋ 41：34．5 1．8�

510 セイイーグル �7鹿 57 藤岡 康太 �吉澤ホールディングス 宮本 博 千歳 社台ファーム 454－ 21：34．71� 47．5�
612 スリートップキズナ 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B458＋ 61：34．91 5．1�
48 ヴィアルークス 牡3鹿 56 松田 大作�フクキタル 藤原 英昭 新冠 パカパカ

ファーム 494± 0 〃 ハナ 5．7�
35 パラレルキャリア 牝5鹿 55

52 ▲角田 大和 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－ 61：35．11� 221．5	

59 ウインチェレステ 牡3鹿 56
53 ▲原 優介�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 4 〃 ハナ 17．4


36 ヴ ル カ ー ノ 牡3鹿 56 西村 淳也宮田 守氏 稲垣 幸雄 青森 大西興産 488＋12 〃 クビ 18．2�
47 ブライズルーム 牝3黒鹿54 坂井 瑠星�ヤナガワ牧場 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 432－ 61：35．2� 158．4�
713� フォーチュンリング 牝6鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：35．52 73．8
714 ハイエログリフ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 田中 克典 浦河 富田牧場 450＋12 〃 アタマ 48．0�
816 ラッシュアップ 牡4青鹿 57

56 ☆亀田 温心 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 548＋ 6 〃 ハナ 34．7�
24 フロスティクォーツ 牡3黒鹿56 斎藤 新ライオンレースホース� 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 472＋101：35．6クビ 54．6�
12 エンブレムコード 牝3青鹿 54

53 ☆泉谷 楓真山口功一郎氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 460－ 61：35．81� 26．1�
815 リュクスフレンド 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大田畑 憲士氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 クビ 91．9�
23 グローリアスカペラ 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 514＋ 21：35．9クビ 17．3�

611 ウインメイユール 牝3鹿 54 菱田 裕二�ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 412－ 71：37．17 94．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，751，700円 複勝： 62，710，600円 枠連： 10，049，600円
馬連： 63，269，900円 馬単： 26，515，200円 ワイド： 58，769，200円
3連複： 96，981，600円 3連単： 104，370，100円 計： 467，417，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 490円 � 160円 枠 連（1－5） 1，010円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 920円 �� 250円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 25，760円

票 数

単勝票数 計 447517 的中 � 192827（1番人気）
複勝票数 計 627106 的中 � 172982（1番人気）� 20769（8番人気）� 108046（2番人気）
枠連票数 計 100496 的中 （1－5） 7662（3番人気）
馬連票数 計 632699 的中 �� 13213（11番人気）
馬単票数 計 265152 的中 �� 4813（11番人気）
ワイド票数 計 587692 的中 �� 14961（9番人気）�� 73587（1番人気）�� 6821（21番人気）
3連複票数 計 969816 的中 ��� 15757（11番人気）
3連単票数 計1043701 的中 ��� 2937（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．9―47．9―59．9―1：11．1―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

メモリーエフェクト �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ノボジャック デビュー 2021．2．7 中京1着

2018．2．17生 牡3鹿 母 メモリーパフィア 母母 メモリーラマン 10戦2勝 賞金 30，957，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 コスモノート号・シュライエン号・ロジローズ号



3506912月19日 曇 良 （3中京6） 第6日 第9競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走14時15分 （芝・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
1：58．3
1：56．1

良
良

12 アトミックフレア 牝3鹿 54
53 ☆泉谷 楓真天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 日高 オリオンファーム 442＋ 22：01．6 19．5�

35 ハーツラプソディ 牝3栗 54 浜中 俊下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 514＋36 〃 クビ 4．3�
715 シンシアリダーリン 牝3鹿 54 松若 風馬�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 434± 0 〃 アタマ 13．5�
11 テリオスマナ 牝3黒鹿54 古川 吉洋鈴木美江子氏 松下 武士 浦河 村下 清志 452－ 2 〃 ハナ 6．6�
47 スフリエール 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 462－ 22：01．91� 15．0�
510 アオイゴールド 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 462－ 42：02．0クビ 31．8	
611 レットミーアウト 牝4黒鹿 55

52 ▲角田 大和 �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 B482－ 42：02．1� 35．0


816 フ ラ リ オ ナ 牝3青鹿54 菱田 裕二大冨 智弘氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 418＋ 42：02．41� 4．9�
818� ホウオウプリンセス 牝5鹿 55 坂井 瑠星小笹 芳央氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 454－ 8 〃 ハナ 6．1�
59 レミニシェンザ 牝4鹿 55 藤岡 康太 キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 464± 02：02．71� 27．7�
48 ラフダイヤモンド 牝4栗 55

51 ★永島まなみ�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 480－ 22：02．81 53．3�
612 レッドサーシャ 牝4栗 55

54 ☆秋山 稔樹 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 浦河 辻 牧場 456－ 82：02．9クビ 171．4�
36 ジェニーアムレット 牝3鹿 54 西村 淳也 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 454＋10 〃 クビ 9．3�
24 スパークオブライフ 牝5黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 420－ 62：03．0クビ 68．1�
713 オーパンバル 牝3鹿 54 小崎 綾也 �ニッシンホール

ディングス 野中 賢二 新ひだか チャンピオンズファーム 456－12 〃 ハナ 19．2�
714� マックスブロケイド 牝5鹿 55 小牧 太田所 英子氏 笹田 和秀 新冠 高橋 忍 428＋ 6 〃 クビ 175．8�
817 フルートフルデイズ 牝4黒鹿55 中井 裕二飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 476＋122：03．53 253．7�
23 タイセイルージュ 牝3栗 54 原田 和真田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 バンブー牧場 460－ 82：03．71� 106．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，210，700円 複勝： 55，329，600円 枠連： 15，263，000円
馬連： 59，359，400円 馬単： 23，156，800円 ワイド： 60，080，200円
3連複： 101，099，600円 3連単： 108，441，400円 計： 457，940，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 400円 � 210円 � 360円 枠 連（1－3） 1，030円

馬 連 �� 5，150円 馬 単 �� 12，950円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 3，390円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 20，640円 3 連 単 ��� 155，060円

票 数

単勝票数 計 352107 的中 � 14395（9番人気）
複勝票数 計 553296 的中 � 33340（8番人気）� 79976（2番人気）� 37765（6番人気）
枠連票数 計 152630 的中 （1－3） 11378（4番人気）
馬連票数 計 593594 的中 �� 8928（21番人気）
馬単票数 計 231568 的中 �� 1341（51番人気）
ワイド票数 計 600802 的中 �� 9818（19番人気）�� 4474（44番人気）�� 12417（12番人気）
3連複票数 計1010996 的中 ��� 3672（73番人気）
3連単票数 計1084414 的中 ��� 507（523番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．9―12．6―12．4―12．1―12．0―11．4―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―36．6―49．2―1：01．6―1：13．7―1：25．7―1：37．1―1：48．8

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

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アトミックフレア �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Bahri デビュー 2020．11．14 阪神1着

2018．4．8生 牝3鹿 母 ミスティックソウル 母母 Mystic Rhythms 9戦2勝 賞金 16，420，000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 ファンタジーアスク号

3507012月19日 曇 重 （3中京6） 第6日 第10競走 ��
��1，400�

かんつばき

寒 椿 賞
発走14時50分 （ダート・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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．6
1：23．0

稍重
重

510 グットディール 牡2鹿 55 浜中 俊安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 494± 01：23．6 8．5�
23 モ ナ ル ヒ 牡2鹿 55 斎藤 新�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 平山牧場 462－101：23．7� 49．9�
59 クロジシジョー 牡2青鹿55 角田 大和河内 孝夫氏 岡田 稲男 日高 増尾牧場 432－ 41：23．8クビ 12．3�
35 ブッシュガーデン 牝2黒鹿54 富田 暁�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 452－101：24．01 23．4�
815� ワールドコネクター 牡2芦 55 柴山 雄一山本又一郎氏 藤沢 和雄 米 Dell Ridge

Farm, LLC 548＋ 41：24．21	 9．7	
48 エトワールジェンヌ 牝2鹿 54 川又 賢治福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 480＋ 21：24．3クビ 141．8

11 バルミュゼット 牡2鹿 55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 増本牧場 498－ 4 〃 クビ 29．7�
24 ルミナスフラックス 牡2黒鹿55 小崎 綾也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＋101：24．4	 103．4�
47 ジョンソンテソーロ 牡2栗 55 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 藤本ファーム 490＋ 21：24．5	 34．3
36 サンダップルド 牡2栗 55 坂井 瑠星ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 41：24．6	 2．2�
611 ム ー ヴ 牡2鹿 55 亀田 温心前田 葉子氏 池上 昌和 日高 シンボリ牧場 456＋ 21：24．81
 54．4�
612 ヒルノショパン 牡2栗 55 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 460＋22 〃 ハナ 51．5�
12 ラ ラ ラ ン ド 牝2黒鹿54 永野 猛蔵椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 21：24．9クビ 5．6�
816 バ ル ム ン ク 牡2栗 55 西村 淳也兼松 康太氏 池添 学 日高 アイズスタッド株式会社 514－ 21：25．22 23．4�
713 スマートプレジール 牝2鹿 54 田中 健大川 徹氏 浅見 秀一 新ひだか 静内山田牧場 480－ 41：26．15 30．2�
714 ストームゾーン 牡2鹿 55 松若 風馬�G1レーシング 杉山 晴紀 安平 追分ファーム B514＋ 81：28．4大差 54．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，201，300円 複勝： 77，824，300円 枠連： 18，867，800円
馬連： 103，355，900円 馬単： 44，096，700円 ワイド： 86，455，400円
3連複： 161，966，400円 3連単： 190，001，800円 計： 752，769，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 260円 � 1，060円 � 280円 枠 連（2－5） 4，790円

馬 連 �� 13，810円 馬 単 �� 20，870円

ワ イ ド �� 4，880円 �� 1，480円 �� 6，090円

3 連 複 ��� 49，350円 3 連 単 ��� 242，940円

票 数

単勝票数 計 702013 的中 � 69877（3番人気）
複勝票数 計 778243 的中 � 87819（3番人気）� 16204（12番人気）� 77818（4番人気）
枠連票数 計 188678 的中 （2－5） 3052（22番人気）
馬連票数 計1033559 的中 �� 5797（41番人気）
馬単票数 計 440967 的中 �� 1584（67番人気）
ワイド票数 計 864554 的中 �� 4523（52番人気）�� 15432（14番人気）�� 3611（59番人気）
3連複票数 計1619664 的中 ��� 2461（158番人気）
3連単票数 計1900018 的中 ��� 567（732番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―10．9―12．2―12．3―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―33．6―45．8―58．1―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 ・（6，16，15）（5，14）13（12，9，10）（2，1，7，11）8－4－3 4 ・（6，16，15）5，13（12，9，14，10）1（2，7，11）8，4－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グットディール �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．6．13 札幌4着

2019．4．4生 牡2鹿 母 マリアヴァレリア 母母 ラスティックベル 3戦2勝 賞金 16，650，000円
〔制裁〕 モナルヒ号の騎手斎藤新は，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。
〔その他〕 ストームゾーン号は，1着馬がレコードタイムと同タイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カブラヤジョウ号・ケルンコンサート号・スミ号・レイワホマレ号

１レース目



3507112月19日 曇 重 （3中京6） 第6日 第11競走 ��
��1，800�

み か わ

三河ステークス
発走15時30分 （ダート・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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

59 マテンロウスパーク 牡4黒鹿57 柴山 雄一寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 504± 01：50．6 3．5�
23 � ヴォワドアンジェ 牝3黒鹿54 浜中 俊前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 454± 01：50．7	 3．9�
611 スズカパンサー 牡4栗 57 小崎 綾也永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B470－ 61：50．91
 30．0�
713 ホッコーライデン 牡7黒鹿57 原 優介北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 B530＋ 81：51．01 18．0�
58 メイショウヨカゼ 牡4栗 57 西村 淳也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 528＋ 2 〃 アタマ 58．9�
814 キーフラッシュ 牡6栗 57 小牧 太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 498＋ 41：51．31	 16．2	
34 ギガバッケン �6鹿 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド B544＋141：51．4	 129．0

22 モダスオペランディ 牡5鹿 57 坂井 瑠星ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋ 21：51．61
 4．3�
46 サトノガイア 牝4鹿 55 太宰 啓介 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 新ひだか ウエスタンファーム B476－ 21：51．81 10．6�
47 ワイドソロモン 牡4栗 57 藤岡 康太幅田 昌伸氏 奥村 豊 新ひだか グランド牧場 496± 0 〃 クビ 18．4
11 ラヴォアドゥース 牝4栃栗55 斎藤 新�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：51．9	 21．2�
35 � リバプールタウン 牡6鹿 57 和田 翼薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 484± 01：52．0クビ 37．7�
610 スズカゴウケツ 牡4鹿 57 永野 猛蔵永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B484＋ 61：52．1	 15．9�
712 ソングオブザハート 牝4鹿 55 中井 裕二幅田 昌伸氏 杉山 佳明 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B436＋ 8 〃 クビ 86．7�
815 ウインネプチューン 牡6青鹿57 松若 風馬�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B506± 01：55．9大差 103．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，424，300円 複勝： 76，360，700円 枠連： 44，304，400円
馬連： 184，474，100円 馬単： 69，440，700円 ワイド： 121，893，400円
3連複： 319，484，500円 3連単： 366，883，400円 計： 1，244，265，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 160円 � 600円 枠 連（2－5） 430円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，700円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 6，240円 3 連 単 ��� 26，580円

票 数

単勝票数 計 614243 的中 � 138617（1番人気）
複勝票数 計 763607 的中 � 157633（1番人気）� 136614（2番人気）� 22881（10番人気）
枠連票数 計 443044 的中 （2－5） 78465（1番人気）
馬連票数 計1844741 的中 �� 192536（1番人気）
馬単票数 計 694407 的中 �� 34708（2番人気）
ワイド票数 計1218934 的中 �� 85881（2番人気）�� 17446（22番人気）�� 15373（24番人気）
3連複票数 計3194845 的中 ��� 38382（20番人気）
3連単票数 計3668834 的中 ��� 10005（73番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―13．0―12．3―12．1―12．3―12．1―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．6―48．9―1：01．0―1：13．3―1：25．4―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マテンロウスパーク �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2019．10．27 京都7着

2017．4．3生 牡4黒鹿 母 ア ル シ ッ ペ 母母 Smolensk 17戦4勝 賞金 76，578，000円
〔制裁〕 ラヴォアドゥース号の騎手斎藤新は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインネプチューン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月19日まで平地

競走に出走できない。

3507212月19日 曇 良 （3中京6） 第6日 第12競走 ��
��2，200�

お わ り

尾 張 特 別
発走16時10分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

55 ダンディズム �5黒鹿57 富田 暁 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 B482± 02：13．8 2．9�

56 キングオブドラゴン 牡4黒鹿57 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 502＋ 2 〃 ハナ 5．9�
811 ナムラカミカゼ 牡4鹿 57 亀田 温心奈村 睦弘氏 村山 明 日高 いとう牧場 486－ 22：14．33 14．8�
79 イクスプロージョン 牡3鹿 55 西村 淳也近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 474＋ 82：14．4	 5．2�
710 オータムヒロイン 牝3鹿 53 古川 吉洋ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460± 02：14．61� 20．0�
44 トーセンスカイ 牡5黒鹿57 斎藤 新島川 	哉氏 藤原 英昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 498＋ 22：14．7クビ 91．2

67 ウインルーア 牝3鹿 53 原 優介�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 464－ 42：14．8	 139．0�
68 サンバデジャネイロ 牝3黒鹿53 泉谷 楓真幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 454＋202：15．11	 50．6�
11 ペルソナデザイン �5鹿 57 秋山 稔樹�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 468＋ 42：15．2クビ 22．1
812 アメリカンマッハ 牡3鹿 55 黛 弘人 �吉澤ホールディングス 藤原 辰雄 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

496＋ 22：15．3	 74．7�
22 ビーマイオーシャン 牡4青鹿57 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B498＋ 42：15．4� 7．9�
33 サトノシャローム 牡4鹿 57 藤岡 康太 �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 514－ 82：18．7大差 4．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 72，043，700円 複勝： 84，818，400円 枠連： 23，934，100円
馬連： 127，849，200円 馬単： 52，700，600円 ワイド： 94，656，100円
3連複： 193，611，700円 3連単： 262，428，900円 計： 912，042，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 210円 � 300円 枠 連（5－5） 840円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 360円 �� 680円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 12，450円

票 数

単勝票数 計 720437 的中 � 197919（1番人気）
複勝票数 計 848184 的中 � 217915（1番人気）� 95984（4番人気）� 56361（6番人気）
枠連票数 計 239341 的中 （5－5） 22026（3番人気）
馬連票数 計1278492 的中 �� 118324（3番人気）
馬単票数 計 527006 的中 �� 27051（3番人気）
ワイド票数 計 946561 的中 �� 73461（3番人気）�� 34908（9番人気）�� 17653（17番人気）
3連複票数 計1936117 的中 ��� 45029（9番人気）
3連単票数 計2624289 的中 ��� 15280（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．7―35．4―48．9―1：01．5―1：14．0―1：26．2―1：38．1―1：49．7―2：01．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダンディズム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Singspiel デビュー 2019．5．5 京都2着

2016．4．23生 �5黒鹿 母 ビューティーコンテスト 母母 Beldarian 17戦3勝 賞金 60，334，000円

４レース目

追 加 記 事（第 6回中京競馬第 5日第 11 競走）
〔その他〕　　ダノンボヌール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　ダノンボヌール号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和 4年

1月18日まで出走できない。



（3中京6）第6日 12月19日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 183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

201，250，000円
8，210，000円
22，180，000円
1，380，000円
22，330，000円
79，581，500円
5，032，500円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
538，569，800円
735，893，200円
185，128，300円
875，303，800円
378，673，200円
760，684，800円
1，412，971，100円
1，637，177，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，524，402，100円

総入場人員 3，078名 （有料入場人員 2，869名）



令和3年度 第6回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，078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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，423，490，000円
16，850，000円
136，850，000円
14，370，000円
164，190，000円
9，000，000円
462，941，750円
30，543，000円
10，348，800円

勝馬投票券売得金
4，055，674，400円
5，444，108，300円
1，405，046，900円
7，193，018，200円
2，996，847，900円
5，995，543，000円
12，775，256，700円
15，612，061，300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 55，477，556，700円

総入場延人員 18，957名 （有料入場延人員 17，392名）
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