
3500112月3日 晴 良 （4中京6） 第1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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：51．2
1：50．9

重
不良

813 グランデスフィーダ 牡2鹿 55 �島 克駿 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 528＋101：55．0 2．6�
814 モーメントキャッチ 牡2鹿 55

52 ▲今村 聖奈 �YGGホースクラブ 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 498－ 4 〃 クビ 3．2�
69 エリンアキレウス 牡2鹿 55

54 ☆秋山 稔樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 大栄牧場 514－ 61：55．85 19．0�
57 アヴェッリーノ 牡2栗 55 丸山 元気八嶋 長久氏 的場 均 安平 �橋本牧場 478± 01：56．0� 44．6�
711 レイジングスラスト 牡2鹿 55 菱田 裕二 �吉澤ホールディングス 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 532－ 61：56．32 34．7�
610 メイショウコガシラ 牡2黒鹿55 団野 大成松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 494＋16 〃 アタマ 7．7	
22 ヴ ォ ラ ン テ 牡2黒鹿55 藤岡 康太永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 462－ 21：56．4� 48．5

11 サイレンスゴールド 牡2鹿 55

51 ★永島まなみ辻子 依旦氏 杉山 佳明 新冠 川島牧場 514± 01：56．93 31．6�
58 	 カ ウ ピ リ 牝2芦 54 西村 淳也�ノースヒルズ 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 442± 01：57．0クビ 7．9�
34 テイエムマンモス 牡2青鹿55 富田 暁竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 春木ファーム 470－ 41：58．48 418．4
712	 エッセンシャルワン 牝2鹿 54 横山 典弘�NICKS 昆 貢 米

Ocala Stud, J Mi-
chael O’Farrell Jr. &
William J. Terrill

472－ 61：58．71� 13．8�
33 キタノグリエル 牡2鹿 55

53 △横山 琉人北所 直人氏 萱野 浩二 えりも 能登 浩 472－ 6 〃 アタマ 464．8�
45 トキノヤマト 牡2芦 55 津村 明秀醍醐 徹氏 田村 康仁 新ひだか 高橋 修 474－ 2 〃 ハナ 189．5�
46 キラータイトル 牡2鹿 55 柴山 雄一�明栄商事 西田雄一郎 新ひだか 沖田 忠幸 492－ 41：59．33� 47．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，058，500円 複勝： 35，456，800円 枠連： 12，713，900円
馬連： 38，259，200円 馬単： 18，470，800円 ワイド： 38，230，800円
3連複： 64，254，400円 3連単： 68，564，900円 計： 304，009，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 240円 枠 連（8－8） 270円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 180円 �� 710円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 5，910円

票 数

単勝票数 計 280585 的中 � 87394（1番人気）
複勝票数 計 354568 的中 � 97064（2番人気）� 100183（1番人気）� 22387（5番人気）
枠連票数 計 127139 的中 （8－8） 36104（1番人気）
馬連票数 計 382592 的中 �� 86328（1番人気）
馬単票数 計 184708 的中 �� 20037（1番人気）
ワイド票数 計 382308 的中 �� 70143（1番人気）�� 11772（7番人気）�� 10577（8番人気）
3連複票数 計 642544 的中 ��� 26009（5番人気）
3連単票数 計 685649 的中 ��� 8398（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．5―36．9―49．5―1：02．2―1：15．9―1：29．4―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．1
1
3

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

2
4

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

グランデスフィーダ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Bellamy Road デビュー 2022．9．4 小倉7着

2020．4．30生 牡2鹿 母 シスタリーラヴ 母母 Odylic 3戦1勝 賞金 6，500，000円

3500212月3日 晴 良 （4中京6） 第1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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．6
1：23．0

稍重
重

612 ユメハハテシナク 牡2栗 55 幸 英明江口 博美氏 石坂 公一 浦河 杵臼牧場 468＋ 21：26．8 9．4�
12 マイネルフォーコン 牡2鹿 55

54 ☆松本 大輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 千代田牧場 470＋ 4 〃 ハナ 22．2�

714 マヴォロンテ 牝2鹿 54 松田 大作�桑田牧場 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454＋ 81：26．9� 3．0�
24 ミヤジシャルマン 牡2黒鹿55 西村 淳也曽我 司氏 川村 禎彦 日高 タバタファーム 480＋ 81：27．32� 27．6�
11 タ リ エ シ ン 牡2鹿 55 丸山 元気野田 努氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 430＋121：27．5� 12．7	
816 ハクサンパイオニア 牡2黒鹿55 �島 克駿河﨑 五市氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 492＋ 61：27．61 3．0

815 エンジェリックアイ 牝2青鹿54 津村 明秀 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 ハナ 17．6�
23 マルモルミエール 牡2芦 55 富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 オカモトファーム 482＋ 21：27．7アタマ 31．7�
48 ゴーツウキリシマ 牝2鹿 54

53 ☆角田 大和西村新一郎氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 454＋121：27．8� 132．4
35 タイガーミノル 牡2鹿 55

54 ☆亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 498＋161：27．9� 16．3�
510 エマウリオマレプ 牝2鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 504± 0 〃 アタマ 201．2�
713 タケウチリッキー 牝2鹿 54

51 ▲今村 聖奈由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 大北牧場 496＋ 61：28．11� 32．8�
47 ダンツターセル 牡2鹿 55 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 矢野牧場 498＋ 8 〃 アタマ 54．2�
36 カリスマタイクーン 牡2黒鹿55 松若 風馬西村 憲人氏 杉浦 宏昭 日高 奥山牧場 B490－ 21：28．31 383．0�
59 ペガーズブリエ 牡2栗 55

53 △横山 琉人山本 雅道氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 498－ 21：28．4� 39．1�
611 ミレクイーン 牝2鹿 54

53 ☆小沢 大仁ミレレーシング 池添 兼雄 新冠 有限会社 大
作ステーブル 470＋101：28．71� 29．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，099，600円 複勝： 44，029，100円 枠連： 9，893，300円
馬連： 42，434，200円 馬単： 17，204，100円 ワイド： 47，032，900円
3連複： 74，257，800円 3連単： 63，751，500円 計： 329，702，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 260円 � 520円 � 140円 枠 連（1－6） 2，770円

馬 連 �� 14，030円 馬 単 �� 20，220円

ワ イ ド �� 3，700円 �� 600円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 15，100円 3 連 単 ��� 134，750円

票 数

単勝票数 計 310996 的中 � 27931（3番人気）
複勝票数 計 440291 的中 � 40012（3番人気）� 16444（8番人気）� 108409（1番人気）
枠連票数 計 98933 的中 （1－6） 2766（11番人気）
馬連票数 計 424342 的中 �� 2344（38番人気）
馬単票数 計 172041 的中 �� 638（60番人気）
ワイド票数 計 470329 的中 �� 3114（39番人気）�� 21377（3番人気）�� 8094（14番人気）
3連複票数 計 742578 的中 ��� 3687（43番人気）
3連単票数 計 637515 的中 ��� 343（423番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―36．3―48．9―1：01．8―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユメハハテシナク �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2022．9．19 中京6着

2020．4．21生 牡2栗 母 テイコフトウショウ 母母 マロトウショウ 3戦1勝 賞金 5，720，000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 ヴェールトゥマラン号
（非抽選馬） 1頭 ピュアマークス号

第６回 中京競馬 第１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



3500312月3日 晴 良 （4中京6） 第1日 第3競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走10時55分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

56 リ ー ス タ ル 牝3鹿 54 西村 淳也中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム B442＋ 21：55．1 2．9�
69 ラ ニ カ イ 牝3栗 54

51 ▲今村 聖奈�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492＋ 21：55．62� 2．8�

813 ウインメイフラワー 牝3栗 54 松若 風馬�ウイン 梅田 智之 日高 出口牧場 486± 01：55．7� 6．9�
711� シアープレジャー 牝5鹿 55

52 ▲佐々木大輔岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 41：56．33� 325．9�
11 � サイモンポーリア 牝4鹿 55 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 470－ 6 〃 アタマ 110．8�
33 ルージュフェリーク 牝4黒鹿55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B464＋ 41：56．4クビ 63．3	
812 ドゥライトアルディ 牝3鹿 54 藤岡 康太安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 B510＋ 61：56．61� 7．2

44 ラブエスポー 牝5鹿 55

54 ☆泉谷 楓真増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 B462－ 41：56．81� 14．0�
57 サヨノトレイダー 牝3鹿 54

53 ☆小沢 大仁吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 448＋201：57．22� 30．7�
710 ゴールドローズ 牝3芦 54 幸 英明髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 454± 01：57．73 10．0�
45 モズゴールドメダル 牝3芦 54

50 ★永島まなみ �キャピタル・システム 林 徹 日高 坪田 晃宜 444－ 61：57．91� 70．4�
22 グラサージュ 牝3黒鹿54 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 日高 下河辺牧場 524－101：58．32� 57．3�
68 ルージュアリュール 牝4鹿 55

54 ☆角田 大和 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454＋221：58．5� 108．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，151，600円 複勝： 33，400，500円 枠連： 7，071，800円
馬連： 35，316，000円 馬単： 16，607，100円 ワイド： 34，907，800円
3連複： 55，098，900円 3連単： 62，770，000円 計： 273，323，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 120円 � 150円 枠 連（5－6） 400円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 190円 �� 460円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 4，820円

票 数

単勝票数 計 281516 的中 � 77571（2番人気）
複勝票数 計 334005 的中 � 72771（2番人気）� 75867（1番人気）� 48789（3番人気）
枠連票数 計 70718 的中 （5－6） 13628（1番人気）
馬連票数 計 353160 的中 �� 62491（1番人気）
馬単票数 計 166071 的中 �� 13773（2番人気）
ワイド票数 計 349078 的中 �� 55774（1番人気）�� 17077（6番人気）�� 21254（3番人気）
3連複票数 計 550989 的中 ��� 38438（2番人気）
3連単票数 計 627700 的中 ��� 9422（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．2―50．6―1：03．9―1：17．1―1：30．0―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．0
1
3
2（6，11）－13，8（1，9，12）－5（3，4，7）＝10
2（6，11）8（13，12）（1，9，7）（4，5）（3，10）

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

勝馬の
紹 介

リ ー ス タ ル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．7．25 新潟8着

2019．3．24生 牝3鹿 母 シンメイフジ 母母 レディミューズ 14戦2勝 賞金 19，420，000円

3500412月3日 晴 良 （4中京6） 第1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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：58．5

良
良

36 シェイクユアハート 牡2栗 55 藤岡 康太吉田 千津氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 432－ 82：01．0 7．1�
59 メイショウイッシン 牡2青鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 斉藤英牧場 436＋102：01．32 29．2�
611 ドゥヴァンスマン 牡2栗 55 西村 淳也�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 02：01．61� 4．6�
816 アスターブジエ 牡2栗 55 �島 克駿加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 462－ 22：01．81� 10．8�
11 リリーバローズ 牝2黒鹿 54

51 ▲今村 聖奈猪熊 広次氏 寺島 良 浦河 三嶋牧場 436－ 4 〃 � 4．0�
612 メイショウシナノ 牡2鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 490－ 42：02．33 54．2	
510 ハ ン マ 牝2栗 54 横山 典弘�NICKS 昆 貢 浦河 辻 牧場 502＋ 62：02．4� 72．0

47 ワンダーハイパー 牡2黒鹿55 藤懸 貴志山本 能成氏 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 444± 02：02．71� 165．1�
12 ライジングホープ 牝2鹿 54

53 ☆小沢 大仁 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 418＋ 22：02．8� 3．7
815 マイネルパーヴェル 牡2芦 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 22：03．12 54．2�
48 ヴァレーニュ 牡2鹿 55 �島 良太杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 508－ 2 〃 クビ 331．0�
23 フィーバーピッチ 牡2鹿 55 長岡 禎仁 �サンデーレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 506－102：03．52 134．7�
713 フ ル ー ヴ 牝2青鹿54 加藤 祥太阿部東亜子氏 羽月 友彦 新ひだか 三石川上牧場 432－ 2 〃 クビ 588．3�
24 スペキオサレジーナ 牝2青鹿54 斎藤 新 MOMOレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B464＋ 62：04．03 10．9�
35 エイシンゼクウ 牡2芦 55 松若 風馬�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 428－ 22：06．4大差 33．3�
714 アクティビティ 牡2黒鹿 55

51 ★永島まなみ近藤 英二氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 444－ 42：07．14 242．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，472，600円 複勝： 40，147，100円 枠連： 10，954，000円
馬連： 38，169，500円 馬単： 17，131，000円 ワイド： 44，759，700円
3連複： 64，240，300円 3連単： 63，770，100円 計： 313，644，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 250円 � 430円 � 160円 枠 連（3－5） 4，640円

馬 連 �� 5，960円 馬 単 �� 9，950円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 660円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 9，350円 3 連 単 ��� 57，790円

票 数

単勝票数 計 344726 的中 � 40962（4番人気）
複勝票数 計 401471 的中 � 38905（5番人気）� 19964（7番人気）� 80072（1番人気）
枠連票数 計 109540 的中 （3－5） 1826（14番人気）
馬連票数 計 381695 的中 �� 4958（19番人気）
馬単票数 計 171310 的中 �� 1291（33番人気）
ワイド票数 計 447597 的中 �� 7699（15番人気）�� 18100（7番人気）�� 6740（19番人気）
3連複票数 計 642403 的中 ��� 5151（31番人気）
3連単票数 計 637701 的中 ��� 800（180番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．8―11．8―12．0―12．3―12．5―12．4―12．0―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―35．6―47．4―59．4―1：11．7―1：24．2―1：36．6―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．8
1
3

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

2
4

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

シェイクユアハート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sri Pekan デビュー 2022．10．29 阪神8着

2020．3．30生 牡2栗 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔その他〕 アクティビティ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンゼクウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月3日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 アクティビティ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年1月3日まで出走できない。



3500512月3日 晴 良 （4中京6） 第1日 第5競走 1，200�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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．4

重
不良

11 ストームゾーン 牡3鹿 56 西村 淳也�G1レーシング 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 516＋ 61：11．9 4．1�
36 フ ィ ー カ 牝3鹿 54

52 △原 優介�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 476－ 21：12．43 27．3�
612� ドリームビリーバー 牡3鹿 56 幸 英明平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 460－ 61：12．82� 3．1�
713 メイショウトール 牡3鹿 56

54 △角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 様似 中脇 一幸 476＋ 61：13．11� 7．2�
24 クイーンアポーン 牝3鹿 54 丸山 元気�ジェイアール 土田 稔 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 454± 01：13．31� 46．4	
23 エヴァジョーネ 牝5黒鹿 55

51 ★永島まなみ �社台レースホース堀内 岳志 千歳 社台ファーム B434＋ 21：13．4クビ 30．8

815 メイショウアジロ 牡3栗 56

53 ▲今村 聖奈松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 B484＋161：13．61� 7．3�
47 ニシノフウジン 牡3鹿 56 黛 弘人西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 470－ 4 〃 アタマ 71．0�
35 モ ネ 牝3栗 54 津村 明秀 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 日高 シンボリ牧場 464＋ 8 〃 クビ 6．9
714 オールミラージュ 牡6栗 57 柴山 雄一田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 456－ 21：13．7クビ 475．2�
12 カ ー ド 牝4黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹井高 義光氏 清水 英克 新冠 アラキフアーム B450－ 81：13．91� 272．1�
816 カップッチョ 牡5鹿 57 長岡 禎仁�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 476－ 21：14．11� 207．9�
59 � レイデルマール �4栗 57 	島 克駿 �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 482－121：14．63� 7．2�
611 ラインアルテア 牡3黒鹿 56

53 ▲佐々木大輔大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 460＋ 81：15．23� 420．0�
48 マ ル ス 牡4青鹿57 菱田 裕二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 石郷岡 五月 450＋ 6 〃 ハナ 271．5�
510 イナズマテーラー �4鹿 57 	島 良太中西 浩一氏 飯田 雄三 浦河 大北牧場 B456＋ 21：17．2大差 99．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，030，300円 複勝： 41，796，800円 枠連： 7，826，800円
馬連： 44，570，900円 馬単： 18，251，300円 ワイド： 48，523，600円
3連複： 71，465，600円 3連単： 69，979，000円 計： 335，444，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 460円 � 170円 枠 連（1－3） 1，130円

馬 連 �� 4，100円 馬 単 �� 7，570円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 380円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 40，450円

票 数

単勝票数 計 330303 的中 � 64144（2番人気）
複勝票数 計 417968 的中 � 84614（1番人気）� 17019（7番人気）� 71278（2番人気）
枠連票数 計 78268 的中 （1－3） 5321（2番人気）
馬連票数 計 445709 的中 �� 8416（16番人気）
馬単票数 計 182513 的中 �� 1807（32番人気）
ワイド票数 計 485236 的中 �� 10490（16番人気）�� 35949（1番人気）�� 8603（17番人気）
3連複票数 計 714656 的中 ��� 9107（20番人気）
3連単票数 計 699790 的中 ��� 1254（150番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―12．2―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．9―47．1―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストームゾーン �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 Yonaguska デビュー 2021．7．25 新潟12着

2019．3．16生 牡3鹿 母 ヨ ナ グ ッ チ 母母 Designer Label 13戦2勝 賞金 17，440，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 イナズマテーラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月3日まで平地競
走に出走できない。

3500612月3日 晴 良 （4中京6） 第1日 第6競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走12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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 385，000
385，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

11 ヴィンテージボンド 牡3黒鹿56 斎藤 新 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 486± 01：55．2 4．6�
810� クリノパイソン �4鹿 57

56 ☆秋山 稔樹栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 横井 哲 474－ 61：55．94 91．5�
89 サトノスライヴ 牡5黒鹿 57

56 ☆亀田 温心里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B520± 0 〃 ハナ 2．3�
22 バ イ ス �4鹿 57 富田 暁ケーエスHD 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 B496－ 2 〃 クビ 4．5�
66 メイショウシヅキ 牡3鹿 56

55 ☆小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 道見牧場 476＋101：56．0� 32．8�
78 � ワンダーアマルフィ 牡5鹿 57

55 △角田 大河山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 498－ 4 〃 同着 29．4	
33 ゼ ニ ッ ト 牡3黒鹿 56

54 △小林 凌大福澤 真也氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 502＋ 41：56．1� 92．3

77 コンテナジュニア 牡4黒鹿57 西村 淳也住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 520＋ 41：56．31� 6．2�
55 サ ノ ラ キ 牡3鹿 56

55 ☆角田 大和佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 494＋ 41：57．04 10．3�
44 � ロフティースマイル 牝3青鹿 54

51 ▲今村 聖奈 YGGホースクラブ 飯田 祐史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋ 41：59．8大差 25．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，961，800円 複勝： 33，078，600円 枠連： 5，085，500円
馬連： 36，424，900円 馬単： 16，774，000円 ワイド： 31，248，300円
3連複： 51，689，300円 3連単： 73，516，400円 計： 275，778，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 850円 � 130円 枠 連（1－8） 670円

馬 連 �� 14，900円 馬 単 �� 19，410円

ワ イ ド �� 3，390円 �� 440円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 12，260円 3 連 単 ��� 55，630円

票 数

単勝票数 計 279618 的中 � 48210（3番人気）
複勝票数 計 330786 的中 � 40697（4番人気）� 6379（9番人気）� 97819（1番人気）
枠連票数 計 50855 的中 （1－8） 5869（3番人気）
馬連票数 計 364249 的中 �� 1894（31番人気）
馬単票数 計 167740 的中 �� 648（47番人気）
ワイド票数 計 312483 的中 �� 2232（32番人気）�� 20096（3番人気）�� 3415（22番人気）
3連複票数 計 516893 的中 ��� 3161（37番人気）
3連単票数 計 735164 的中 ��� 958（178番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．5―14．0―13．5―13．1―12．9―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．4―51．4―1：04．9―1：18．0―1：30．9―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィンテージボンド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2021．10．9 阪神5着

2019．5．4生 牡3黒鹿 母 ヴィンテージドール 母母 アイスドール 5戦1勝 賞金 10，400，000円



3500712月3日 晴 良 （4中京6） 第1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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．2
1：30．3

良
良

815 ヒルノショパン 牡3栗 56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 448＋ 41：34．5 5．5�
24 アップストローク �3黒鹿56 松若 風馬吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 452－ 81：34．61 10．4�
35 タウゼントシェーン 牝4青 55 藤岡 康太 �社台レースホース小林 真也 千歳 社台ファーム 442＋14 〃 アタマ 8．0�
816 メイショウソラフネ 牡3黒鹿 56

54 △角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 450＋ 41：34．7クビ 5．9�
47 � ヒューミリティ �5栗 57 �島 克駿 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム B454－ 41：34．91	 86．3	
48 � クワイエット 牝6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 B458± 0 〃 アタマ 124．9

714 ビヨンドザタイム 牡3栗 56 菱田 裕二�レッドマジック金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 448± 01：35．32
 168．7�
612 バトルキャット 牝3鹿 54 西村 淳也辻子 依旦氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 482－ 4 〃 アタマ 3．4�
12 ブラックノワール 牡3鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 498± 01：35．4クビ 14．0
36 サトノルフィアン 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B494＋ 21：35．71� 19．9�
59 スマートルグラン 牝4鹿 55

54 ☆角田 大和大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 静内山田牧場 430± 0 〃 ハナ 115．0�
11 � キ ヨ ラ 牝4鹿 55

52 ▲佐々木大輔合同会社三度屋 堀内 岳志 浦河 辻 牧場 478＋101：35．8クビ 173．6�
713 フェルマーテ 牝5青鹿 55

52 ▲今村 聖奈�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472－10 〃 クビ 5．3�

23 ナンヨーローズ 牡4黒鹿57 丸山 元気中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 454－ 21：36．01	 141．5�
510 ディオサデルソル 牝3黒鹿 54

53 ☆小沢 大仁星加 浩一氏 今野 貞一 新ひだか チャンピオンズファーム 448－ 41：36．1
 37．7�
611 ディーイストワール 牡6鹿 57

53 ★永島まなみ嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 462－10 〃 クビ 127．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，670，700円 複勝： 45，324，100円 枠連： 9，894，500円
馬連： 43，694，800円 馬単： 18，437，300円 ワイド： 44，100，300円
3連複： 66，668，800円 3連単： 66，272，900円 計： 329，063，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 270円 � 230円 枠 連（2－8） 1，410円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 650円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 8，300円 3 連 単 ��� 44，570円

票 数

単勝票数 計 346707 的中 � 50225（3番人気）
複勝票数 計 453241 的中 � 59903（3番人気）� 40565（6番人気）� 51227（5番人気）
枠連票数 計 98945 的中 （2－8） 5419（5番人気）
馬連票数 計 436948 的中 �� 10534（15番人気）
馬単票数 計 184373 的中 �� 4341（12番人気）
ワイド票数 計 441003 的中 �� 9534（15番人気）�� 18152（6番人気）�� 10277（14番人気）
3連複票数 計 666688 的中 ��� 6021（30番人気）
3連単票数 計 662729 的中 ��� 1078（148番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―11．8―11．6―11．9―11．6―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．8―36．6―48．2―1：00．1―1：11．7―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．4

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

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

ヒルノショパン �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．6．26 札幌7着

2019．4．16生 牡3栗 母 ヒルノマテーラ 母母 コンサーンナッカ 13戦2勝 賞金 20，900，000円
〔発走状況〕 ディオサデルソル号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 テーオースパロー号・ヨンウォニ号・ロゼクラン号

3500812月3日 晴 良 （4中京6） 第1日 第8競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・左）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

46 メイショウキッド 牡3鹿 56 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 516＋ 21：25．7 4．8�
22 トランキリテ 牡3鹿 56 �島 克駿 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋14 〃 ハナ 7．4�
35 ビップソリオ 牡3黒鹿56 幸 英明鈴木 邦英氏 田島 俊明 洞�湖 レイクヴィラファーム B532＋ 81：25．8� 19．5�
47 サンライズジャスト 牡3鹿 56 藤岡 康太�ライフハウス 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 526＋ 61：26．01 2．5�
611 ナッカーフェイス 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心 STレーシング 北出 成人 新冠 オリエント牧場 452－ 61：26．1� 5．7	
11 エコロドラゴン 牡3鹿 56 富田 暁原村 正紀氏 岩戸 孝樹 新ひだか 坂本 春雄 556＋ 81：26．31	 14．1

815
 ヴィオマージュ 牡4鹿 57

55 △原 優介 �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 岡田スタツド 492＋ 21：26．4� 164．8�

34 
 フリークボンバー 牡5黒鹿 57
54 ▲今村 聖奈吉永 清美氏 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 484＋ 2 〃 アタマ 11．8�

59 
 ヒロノゴウカイ 牡3鹿 56
55 ☆秋山 稔樹小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 増本牧場 486＋ 2 〃 クビ 261．9

814
 アスクドンキバック 牡4栗 57 浜中 俊廣崎 智子氏 梅田 智之 平取 清水牧場 470＋ 41：26．6� 49．4�
713� アルムマッツ 牡3芦 56

54 △角田 大河加藤 誠氏 中竹 和也 米 Chester Broman &
Mary R. Broman 496－ 21：26．7� 25．0�

610
 ガ レ ス 牡4鹿 57
56 ☆角田 大和西尾誠一郎氏 四位 洋文 日高 下河辺牧場 550＋ 51：26．91 21．0�

712 マーベラスアゲン 牡6鹿 57
55 △横山 琉人浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 476－ 61：27．11	 323．2�

58 � スエトニウス 牡3栗 56
52 ★永島まなみ �社台レースホース伊藤 圭三 米 Shadai Cor-

poration 474－ 21：27．52� 59．3�
23 
 エンジェルステアー 牝4鹿 55 丸山 元気平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 458－ 21：28．77 341．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，723，900円 複勝： 45，946，600円 枠連： 10，722，900円
馬連： 47，597，500円 馬単： 20，976，200円 ワイド： 51，854，000円
3連複： 80，435，800円 3連単： 82，869，800円 計： 376，126，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 220円 � 400円 枠 連（2－4） 730円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，090円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 5，690円 3 連 単 ��� 21，410円

票 数

単勝票数 計 357239 的中 � 58396（2番人気）
複勝票数 計 459466 的中 � 81612（2番人気）� 55552（4番人気）� 24476（7番人気）
枠連票数 計 107229 的中 （2－4） 11324（3番人気）
馬連票数 計 475975 的中 �� 24847（4番人気）
馬単票数 計 209762 的中 �� 5528（8番人気）
ワイド票数 計 518540 的中 �� 28366（3番人気）�� 11876（15番人気）�� 9258（18番人気）
3連複票数 計 804358 的中 ��� 10584（16番人気）
3連単票数 計 828698 的中 ��� 2806（59番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．0―12．3―12．4―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．9―48．2―1：00．6―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウキッド �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2021．9．26 中京3着

2019．3．31生 牡3鹿 母 マイラッキー 母母 エレクションスター 13戦2勝 賞金 28，000，000円



3500912月3日 晴 良 （4中京6） 第1日 第9競走 1，800�
な る み

鳴 海 特 別
発走14時25分 （ダート・左）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：47．6
1：47．6

重
重

23 アーテルアストレア 牝3青鹿54 菱田 裕二フィールドレーシング 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454± 01：54．1 2．1�

610 ラブリーエンジェル 牝5栗 55 松若 風馬長谷川光司氏 鈴木慎太郎 浦河 ヒダカフアーム 450－ 41：54．41� 12．9�
47 タガノカンデラ 牝3栗 54 斎藤 新八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454＋ 61：54．61� 13．8�
611 スマイルオンミー 牝3黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 526＋ 41：54．7� 8．1�
58 モントブレッチア 牝3黒鹿54 西村 淳也藤澤眞佐子氏 斎藤 誠 新ひだか 飛野牧場 446± 01：54．91� 16．4�
22 � ジュリエットパール 牝4青鹿55 藤岡 康太�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 472＋ 4 〃 クビ 5．1	
712 ファーストソリスト 牝4黒鹿55 川又 賢治
G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 484－ 61：55．1� 166．2�
46 ダンツチョイス 牝7栗 55 角田 大和山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 462－ 8 〃 アタマ 94．3�
11 プルモナリア 牝4栗 55 �島 克駿
ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 478－ 41：55．2� 9．3
59 ド ロ ー ム 牝4芦 55 幸 英明 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 浦河 荻伏三好フ

アーム 474＋ 61：55．62� 49．3�
34 ジョウショーリード 牝5黒鹿55 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 480－ 6 〃 クビ 78．1�
713� メリディアン 牝5鹿 55 横山 琉人 
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 B442± 01：55．7� 192．8�
815 エイカイステラ 牝4鹿 55 団野 大成二木 英実氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474＋221：55．9� 40．3�
814 ホウオウモントレー 牝6芦 55 津村 明秀小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 516－ 41：56．54 341．0�
35 ハギノメーテル 牝3黒鹿54 今村 聖奈日隈 良江氏 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 81：57．24 13．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，023，800円 複勝： 49，243，300円 枠連： 12，388，400円
馬連： 58，002，600円 馬単： 23，288，000円 ワイド： 53，766，500円
3連複： 90，230，300円 3連単： 98，979，900円 計： 423，922，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 250円 � 350円 枠 連（2－6） 450円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 530円 �� 640円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 12，900円

票 数

単勝票数 計 380238 的中 � 139250（1番人気）
複勝票数 計 492433 的中 � 117002（1番人気）� 45411（5番人気）� 29264（8番人気）
枠連票数 計 123884 的中 （2－6） 21167（1番人気）
馬連票数 計 580026 的中 �� 36068（4番人気）
馬単票数 計 232880 的中 �� 10634（4番人気）
ワイド票数 計 537665 的中 �� 27245（4番人気）�� 21844（6番人気）�� 8322（20番人気）
3連複票数 計 902303 的中 ��� 18882（9番人気）
3連単票数 計 989799 的中 ��� 5559（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．5―50．6―1：03．7―1：16．6―1：29．1―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アーテルアストレア �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ワークフォース デビュー 2021．9．25 中京10着

2019．2．7生 牝3青鹿 母 スターズインヘヴン 母母 ハンドレッドスコア 9戦3勝 賞金 38，146，000円

3501012月3日 晴 良 （4中京6） 第1日 第10競走 ��1，600�中 京 日 経 賞
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス，R3．12．4以降R4．11．27まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．2
1：30．3

良
良

810 エ ン ペ ザ ー 牡3鹿 55 西村 淳也�リーヴァ 田中 克典 新ひだか 上村 清志 494＋ 21：33．8 2．5�
33 ハーツラプソディ 牝4栗 53 藤岡 康太下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 506－ 21：34．22� 10．1�
11 レベレンシア 牡3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋ 2 〃 クビ 3．4�
55 エーティーソブリン 牡4鹿 55 松田 大作荒木 徹氏 武 英智 平取 稲原牧場 B484－ 21：34．41� 13．2�
22 ベストクィーン 牝6栗 50 藤懸 貴志田畑 富子氏 南田美知雄 新冠 ハクツ牧場 436－ 61：34．5� 75．7�
78 シティレインボー 牡4栗 55 国分 恭介深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 482± 01：34．6� 8．2	
77 ファイアーボーラー 	6黒鹿54 浜中 俊 
シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 472＋ 6 〃 ハナ 25．2�
66 ミモザイエロー 牝6栗 53 今村 聖奈青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 468± 0 〃 クビ 6．5�
89 テーオーアマゾン 牡6青鹿54 小沢 大仁小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 21：34．8� 18．2
44 シベリアンタイガー 	11鹿 50 原 優介岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 増本 良孝 490－ 21：34．9� 164．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，350，900円 複勝： 44，322，900円 枠連： 10，699，000円
馬連： 71，295，700円 馬単： 29，144，700円 ワイド： 51，747，000円
3連複： 101，822，100円 3連単： 131，889，600円 計： 482，271，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 190円 � 140円 枠 連（3－8） 1，080円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 430円 �� 220円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 6，210円

票 数

単勝票数 計 413509 的中 � 130809（1番人気）
複勝票数 計 443229 的中 � 112924（1番人気）� 47979（4番人気）� 82294（2番人気）
枠連票数 計 106990 的中 （3－8） 7642（4番人気）
馬連票数 計 712957 的中 �� 45786（5番人気）
馬単票数 計 291447 的中 �� 11770（5番人気）
ワイド票数 計 517470 的中 �� 28229（5番人気）�� 71010（1番人気）�� 22327（6番人気）
3連複票数 計1018221 的中 ��� 64523（3番人気）
3連単票数 計1318896 的中 ��� 15380（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―36．0―47．9―59．7―1：11．0―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F34．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ ン ペ ザ ー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．10．31 阪神11着

2019．3．9生 牡3鹿 母 ロージーローズ 母母 ア ン ダ ン テ 9戦3勝 賞金 44，014，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



3501112月3日 晴 良 （4中京6） 第1日 第11競走 ��
��1，400�

ひ だ

飛�ステークス
発走15時35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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

44 サ ト ノ ア イ 牝4青鹿55 西村 淳也里見 治氏 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 454＋ 81：20．1 10．5�
22 エ グ レ ム ニ 牡5鹿 57 松若 風馬吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 504± 01：20．2� 14．8�
67 セッタレダスト 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 浦河 北光牧場 496＋ 6 〃 クビ 3．8�
810 バ ル ト リ 牝5黒鹿55 北村 宏司ゴドルフィン 蛯名 正義 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 61：20．3	 7．4�
79 エ ピ ロ ー グ 牝6鹿 55 長岡 禎仁藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B494＋ 21：20．4クビ 28．5�
55 ブルーシンフォニー 牡4鹿 57 菱田 裕二ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 4 〃 クビ 19．4	
33 オースミカテドラル 牡6鹿 57 富田 暁
オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 462－ 21：20．5クビ 81．6�
811 ショウナンアレス 牡4鹿 57 柴山 雄一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 536＋ 81：20．71
 2．6�
78 タイニーロマンス 牝4青鹿55 幸 英明吉田 千津氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 526± 01：20．8	 7．2
66 � コスモエスパーダ 牡6青 57 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 静内酒井牧場 500± 0 〃 クビ 15．7�
11 トミケンボハテル 牡8芦 57 秋山 稔樹佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 藤本ファーム B502＋ 21：21．33 138．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 59，254，100円 複勝： 64，943，500円 枠連： 24，210，700円
馬連： 137，529，700円 馬単： 50，832，400円 ワイド： 86，890，100円
3連複： 200，359，300円 3連単： 258，962，400円 計： 882，982，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 240円 � 310円 � 190円 枠 連（2－4） 5，960円

馬 連 �� 5，940円 馬 単 �� 11，120円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 910円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 8，930円 3 連 単 ��� 66，270円

票 数

単勝票数 計 592541 的中 � 44987（5番人気）
複勝票数 計 649435 的中 � 67739（5番人気）� 49598（6番人気）� 101989（2番人気）
枠連票数 計 242107 的中 （2－4） 3144（16番人気）
馬連票数 計1375297 的中 �� 17925（21番人気）
馬単票数 計 508324 的中 �� 3426（41番人気）
ワイド票数 計 868901 的中 �� 15111（19番人気）�� 24897（11番人気）�� 20052（15番人気）
3連複票数 計2003593 的中 ��� 16821（33番人気）
3連単票数 計2589624 的中 ��� 2833（219番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―33．9―45．1―56．3―1：07．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 7，8（5，6，11）（4，9）3，10（1，2） 4 7，8（5，6，11）（4，9）3，10，2－1

勝馬の
紹 介

サ ト ノ ア イ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Catcher In The Rye デビュー 2020．6．21 阪神5着

2018．3．8生 牝4青鹿 母 キャッチザカクテル 母母 Cocktail Attire 17戦4勝 賞金 54，684，000円

3501212月3日 晴 良 （4中京6） 第1日 第12競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走16時10分 （芝・左）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

23 ホウオウバニラ 牝3栗 54 横山 典弘小笹 芳央氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 436＋ 42：01．1 2．4�
12 ゲンパチムサシ 牡4鹿 57

55 △横山 琉人平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 前田ファーム 506－ 42：01．31� 22．0�
48 グランドゴールド 牡3栗 56

54 △小林 凌大田畑 利彦氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 454＋ 4 〃 アタマ 24．9�
24 マイネルシーマー 牡3黒鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム B490＋ 62：01．51 66．0�
714 ショウナンアデイブ 牡3青鹿56 西村 淳也国本 哲秀氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B508＋222：01．71� 3．6�
11 レディーシス 牝3鹿 54 �島 克駿谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 414－ 62：01．8� 65．6	
612� ゾ ロ 牡6栗 57

55 △原 優介北山 敏
氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 472＋ 2 〃 クビ 301．5�
47 メ ト セ ラ 牡3黒鹿56 浜中 俊�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：01．9クビ 13．0�
36 アルファヒディ 牡3鹿 56 藤岡 康太 サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B484－ 82：02．0� 5．0�
59 テーオーソロス 牡4青鹿 57

56 ☆泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 468＋ 8 〃 クビ 28．1�
815 サトノマジェスタ 牡4青鹿57 松若 風馬里見 治氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 484－ 22：02．21� 18．9�
713 ハイエスティーム 牝3黒鹿 54

51 ▲今村 聖奈 社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 アタマ 24．5�
611 ト ゥ ー サ ン 牝3黒鹿54 幸 英明合同会社雅苑興業 吉岡 辰弥 新ひだか グランド牧場 458－ 2 〃 クビ 121．5�
510 ケイアイコブラ 牡5鹿 57

53 ★永島まなみ �ケイアイスタリオン 平田 修 新ひだか 松田牧場 472＋162：02．4� 77．0�
35 グ ラ ヴ ィ テ 牝4黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 490－ 42：02．61� 37．7�
816 ミナモトフェイス 牝3黒鹿54 松田 大作 STレーシング 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 62：03．13 153．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，395，100円 複勝： 70，473，500円 枠連： 21，202，700円
馬連： 98，386，500円 馬単： 37，400，400円 ワイド： 89，990，800円
3連複： 166，038，300円 3連単： 180，772，800円 計： 720，660，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 260円 � 500円 枠 連（1－2） 1，430円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 740円 �� 710円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 8，830円 3 連 単 ��� 28，650円

票 数

単勝票数 計 563951 的中 � 181162（1番人気）
複勝票数 計 704735 的中 � 173341（1番人気）� 62080（4番人気）� 27944（8番人気）
枠連票数 計 212027 的中 （1－2） 11442（6番人気）
馬連票数 計 983865 的中 �� 41357（5番人気）
馬単票数 計 374004 的中 �� 9575（8番人気）
ワイド票数 計 899908 的中 �� 32141（7番人気）�� 33377（6番人気）�� 6364（36番人気）
3連複票数 計1660383 的中 ��� 14095（28番人気）
3連単票数 計1807728 的中 ��� 4573（74番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―12．5―13．3―13．0―11．5―12．0―11．3―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．1―35．6―48．9―1：01．9―1：13．4―1：25．4―1：36．7―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウバニラ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Acatenango デビュー 2021．11．13 阪神1着

2019．3．9生 牝3栗 母 バ ラ ン セ ラ 母母 Baranciaga 7戦2勝 賞金 22，323，000円



（4中京6）第1日 12月3日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

210，180，000円
26，050，000円
1，180，000円
26，520，000円
74，782，000円
4，620，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
448，192，900円
548，162，800円
142，663，500円
691，681，500円
284，517，300円
623，051，800円
1，086，560，900円
1，222，099，300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 5，046，930，000円

総入場人員 7，843名 （有料入場人員 7，583名）
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