
3502512月7日 曇 良 （1中京4） 第3日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時00分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：12．2
1：10．2

良
不良

713 ナ ム ラ ボ ス 牡2鹿 55 藤岡 康太奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 458－ 21：13．3 10．5�
510� シルバージャック 牡2鹿 55

52 ▲藤田菜七子阿津 昌弘氏 和田正一郎 米 C. Kidder
& N. Cole 494＋10 〃 ハナ 2．6�

36 � アスターホルン 牡2栗 55 菱田 裕二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Alexander－Groves
Thoroughbreds 498－ 21：14．04 14．4�

815 ワルツフォーデビー 牡2栗 55 岩田 康誠風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 440＋ 21：14．32 26．2�
59 キルシェンロート 牝2鹿 54 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口 慎介 新ひだか 嶋田牧場 472＋ 61：14．4クビ 5．6�
12 ダ ッ チ マ ン �2青鹿55 丸山 元気小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 448± 0 〃 ハナ 7．7	
24 エコロウィング 牡2栗 55 横山 武史原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 畠山牧場 444－ 41：14．71	 80．2

11 ディヤーソーチャン 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士杉元 四男氏 作田 誠二 むかわ ヤマイチ牧場 462－ 2 〃 アタマ 313．4�
23 エリンクロノス 牡2栗 55 伴 啓太田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 大栄牧場 B508－10 〃 クビ 448．2�
816 ベルサンライズ 牝2鹿 54 
島 克駿松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 476－ 21：14．8	 69．5
714 キ ワ ミ 牡2栗 55 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B478－ 41：15．22� 4．2�
48 ヒデノヴェローチェ 牡2鹿 55

52 ▲亀田 温心大石 秀夫氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 444－ 21：15．62� 91．6�
612 キ キ キ キ ン 牝2栗 54

51 ▲団野 大成内田 玄祥氏 岡田 稲男 日高 原田牧場 436－ 21：16．02� 96．6�
611 ボ ボ テ ィ ー 牝2栗 54

51 ▲大塚 海渡杉浦 和也氏 的場 均 日高 シグラップファーム 436± 01：16．21� 257．0�
47 � シカゴテソーロ 牝2鹿 54 丹内 祐次了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 加 Josham Farms
Limited 480＋ 21：16．3クビ 106．8�

35 ヤエノロータス 牡2鹿 55 西田雄一郎柳田 英子氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 468＋ 41：16．61	 275．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，895，600円 複勝： 30，526，300円 枠連： 10，286，800円
馬連： 35，389，800円 馬単： 19，677，200円 ワイド： 30，852，600円
3連複： 55，405，900円 3連単： 62，967，700円 計： 269，001，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 240円 � 130円 � 350円 枠 連（5－7） 250円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，120円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 44，710円

票 数

単勝票数 計 238956 的中 � 19181（5番人気）
複勝票数 計 305263 的中 � 29279（5番人気）� 80997（1番人気）� 17152（6番人気）
枠連票数 計 102868 的中 （5－7） 30861（1番人気）
馬連票数 計 353898 的中 �� 25436（4番人気）
馬単票数 計 196772 的中 �� 4639（12番人気）
ワイド票数 計 308526 的中 �� 20738（3番人気）�� 3487（22番人気）�� 7558（12番人気）
3連複票数 計 554059 的中 ��� 7779（17番人気）
3連単票数 計 629677 的中 ��� 1021（136番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．2―12．4―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．7―48．1―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナ ム ラ ボ ス �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2019．6．16 阪神7着

2017．3．18生 牡2鹿 母 ナ ム ラ ネ ネ 母母 ロサンジェラ 5戦1勝 賞金 6，250，000円
※エコロウィング号・エリンクロノス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3502612月7日 曇 良 （1中京4） 第3日 第2競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走10時30分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

714 アオイツヤヒメ 牝3鹿 54 藤井勘一郎鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 村上 欽哉 468＋ 21：25．5 14．2�
816 ロ ブ ラ リ ア 牝4栗 55 丸田 恭介ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 472－ 81：25．6� 11．8�
713 エイシンポジション 牝3鹿 54 岩田 康誠�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 434＋ 4 〃 クビ 4．4�
12 � スズカクローカス 牝3黒鹿 54

51 ▲団野 大成永井 宏明氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 426－ 41：25．92 110．5�
59 ダイヤレイジング 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 444＋ 41：26．0� 25．7�
35 ル ー ア ン 牝3芦 54 太宰 啓介下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 488－ 21：26．21 3．1	
612 アイメイドイット 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 422＋131：26．52 34．3

23 トーセンアミ 牝3黒鹿54 藤岡 康太島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 454＋ 51：26．6� 13．7�
510 ニシノアマタ 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星西山 茂行氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 458＋ 4 〃 クビ 160．5
36 サルトアトランテ 牝3鹿 54 O．マーフィー �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 21：26．7� 4．1�
（英）

611 レーヌダンス 牝4青鹿 55
54 ☆菊沢 一樹酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 小河 豊水 478＋181：26．8クビ 37．8�

24 プレイズラン 牝4栗 55 吉田 豊岡村 善行氏 牧 光二 日高 天羽牧場 456－ 21：26．9� 136．9�
48 テトラクォーク 牝4鹿 55

52 ▲大塚 海渡 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 430－ 21：27．0クビ 114．5�
815 ルソンデュレーヴ 牝4鹿 55 丸山 元気 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 ハナ 79．5�
11 エフルラージュ 牝3栗 54 横山 武史�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 4 〃 クビ 10．6�
47 � ブラックアーシャ 牝3黒鹿54 松若 風馬古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 480＋ 91：27．32 197．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，246，400円 複勝： 40，491，400円 枠連： 10，005，100円
馬連： 36，209，400円 馬単： 17，266，700円 ワイド： 34，706，000円
3連複： 54，384，500円 3連単： 59，433，400円 計： 278，742，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 370円 � 320円 � 180円 枠 連（7－8） 2，520円

馬 連 �� 8，970円 馬 単 �� 19，530円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 1，190円 �� 630円

3 連 複 ��� 16，190円 3 連 単 ��� 125，620円

票 数

単勝票数 計 262464 的中 � 14764（7番人気）
複勝票数 計 404914 的中 � 25561（7番人気）� 30583（5番人気）� 68638（2番人気）
枠連票数 計 100051 的中 （7－8） 3071（10番人気）
馬連票数 計 362094 的中 �� 3127（27番人気）
馬単票数 計 172667 的中 �� 663（53番人気）
ワイド票数 計 347060 的中 �� 3040（29番人気）�� 7455（12番人気）�� 14783（6番人気）
3連複票数 計 543845 的中 ��� 2519（46番人気）
3連単票数 計 594334 的中 ��� 343（356番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．6―35．6―48．4―1：01．2―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アオイツヤヒメ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2018．10．14 新潟5着

2016．2．23生 牝3鹿 母 ウエストローズ 母母 グーニグーフー 7戦2勝 賞金 15，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

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

第４回 中京競馬 第３日



3502712月7日 曇 良 （1中京4） 第3日 第3競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走11時00分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

稍重
重

48 ザベストエバー 牡5黒鹿57 横山 武史古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B462＋ 21：12．0 27．1�
36 スナークスター �3鹿 56 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 464± 01：12．32 5．6�
815 ブルーシューズ 牡3鹿 56 菱田 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 458－ 61：13．15 33．8�
12 ナイスプリンセス 牝3鹿 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 454＋10 〃 クビ 3．1�
713 リ ラ イ ト 牡3青 56

53 ▲団野 大成前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 平山牧場 466＋191：13．2クビ 17．7�
24 サーストンネイジュ 牝3芦 54 岩田 康誠玉置 潔氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 480＋ 4 〃 アタマ 10．6�
23 ブラックアウト 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星 	エクワインレーシング 岩戸 孝樹 新冠 安達 洋生 466－ 8 〃 クビ 19．8

11 � ベ ル ペ ス カ 牝4鹿 55

54 ☆菊沢 一樹山田信太郎氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 484－ 21：13．4	 67．8�
611� グランミューク 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士庄司 修二氏 堀井 雅広 日高 新井 昭二 484＋ 21：13．5
 216．6�
35 ラタンドレス 牝6鹿 55 秋山真一郎 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 486＋18 〃 クビ 12．9
510 タマモクレマチス 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心タマモ	 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 460＋ 21：13．6クビ 11．6�
612� ナオアンドユリ 牝5青鹿55 藤岡 康太松岡 研司氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 462＋ 21：13．7
 85．0�
47 ココロノイコロ 牡4黒鹿57 吉田 隼人海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 谷岡牧場 450＋10 〃 クビ 6．1�
59 メイショウロサン 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 490＋101：13．8
 39．8�
714 マートルリース 牝4黒鹿55 丹内 祐次 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 460± 01：14．75 20．0�
816 ルンルンキャット 牝3黒鹿54 松若 風馬�髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 450－ 41：15．44 17．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，127，400円 複勝： 32，884，900円 枠連： 10，458，300円
馬連： 38，445，100円 馬単： 16，736，700円 ワイド： 35，374，000円
3連複： 58，201，000円 3連単： 60，921，000円 計： 277，148，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，710円 複 勝 � 700円 � 280円 � 1，060円 枠 連（3－4） 770円

馬 連 �� 5，340円 馬 単 �� 16，230円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 9，300円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 48，330円 3 連 単 ��� 304，600円

票 数

単勝票数 計 241274 的中 � 7114（11番人気）
複勝票数 計 328849 的中 � 11646（10番人気）� 36114（3番人気）� 7422（13番人気）
枠連票数 計 104583 的中 （3－4） 10451（1番人気）
馬連票数 計 384451 的中 �� 5570（21番人気）
馬単票数 計 167367 的中 �� 773（69番人気）
ワイド票数 計 353740 的中 �� 5364（18番人気）�� 963（83番人気）�� 3505（33番人気）
3連複票数 計 582010 的中 ��� 903（180番人気）
3連単票数 計 609210 的中 ��� 145（1092番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―11．8―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．2―47．0―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザベストエバー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Wild Again デビュー 2016．6．18 函館1着

2014．4．27生 牡5黒鹿 母 マイワイルドローズ 母母 Rose of Mull 30戦2勝 賞金 32，184，000円
〔制裁〕 メイショウロサン号の騎手藤田菜七子は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2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 アヴォンリー号

3502812月7日 曇 良 （1中京4） 第3日 第4競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利
発走11時30分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．2良

45 � ルグランフリソン 牡6鹿 60 白浜 雄造前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern
Stables, LLC 488＋ 63：20．0 1．3�

711 メイショウジザイ 牡3鹿 58 山本 康志松本 好雄氏 和田 勇介 平取 びらとり牧場 516＋ 23：20．21� 6．4�
11 ハイドロフォイル �6鹿 60 高田 潤 �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 502＋ 83：20．41� 11．7�
58 ナイトジュレップ 牡4栗 60 北沢 伸也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 43：20．5	 29．9�
69 モリトシュン 牡3青鹿58 小野寺祐太石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 B470－ 8 〃 クビ 128．1	
712 キャプテンロブロイ 牡6青鹿60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508－ 23：20．92	 8．0

33 スズカキッド 牡3栗 58 大江原 圭永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 宮内牧場 448± 03：21．53	 215．2�
813 リセンティート 牡5鹿 60 鈴木 慶太米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 508± 03：21．81	 21．1�
46 
 ミラクルパレット 牝4黒鹿58 小坂 忠士 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 456± 03：22．22	 212．7
22 シゲルブドウセキ 牡3栗 58 上野 翔森中 蕃氏 高橋 裕 浦河 王蔵牧場 474＋ 43：22．62	 95．4�
34 シャイニードラード 牡4栗 60 江田 勇亮小林 昌志氏 稲垣 幸雄 平取 雅 牧場 518＋ 43：23．55 132．8�
814 ウエスタンラムール 牡7黒鹿60 蓑島 靖典西川 賢氏 的場 均 新ひだか ウエスタンファーム 464± 03：30．3大差 104．7�
57 キチロクタービン 牡3栗 58 草野 太郎山本 正美氏 清水 英克 むかわ 桑原牧場 474＋ 83：34．9大差 213．0�
610 フ ォ ー エ ロ 牡3青鹿58 石神 深一岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 赤石 久夫 464± 0 〃 クビ 184．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，872，800円 複勝： 54，979，700円 枠連： 7，818，900円
馬連： 20，220，000円 馬単： 14，740，800円 ワイド： 16，427，200円
3連複： 36，570，600円 3連単： 64，363，800円 計： 230，993，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 140円 � 140円 枠 連（4－7） 180円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 170円 �� 260円 �� 580円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 1，830円

票 数

単勝票数 計 158728 的中 � 95240（1番人気）
複勝票数 計 549797 的中 � 450128（1番人気）� 22994（2番人気）� 21230（4番人気）
枠連票数 計 78189 的中 （4－7） 33598（1番人気）
馬連票数 計 202200 的中 �� 47873（1番人気）
馬単票数 計 147408 的中 �� 25915（1番人気）
ワイド票数 計 164272 的中 �� 31048（1番人気）�� 15617（3番人気）�� 5692（6番人気）
3連複票数 計 365706 的中 ��� 37315（2番人気）
3連単票数 計 643638 的中 ��� 25365（3番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 51．7－3F 38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」
1
�
5－11，8（4，12）－6，1，3－9－2＝13＝14＝7＝10
5，11－（8，12）（4，1）－9－（3，6）－（13，2）＝14＝7＝10

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

勝馬の
紹 介

�ルグランフリソン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Theatrical デビュー 2015．8．2 新潟1着

2013．3．21生 牡6鹿 母 Leaning Tower 母母 Valse Musette 障害：5戦1勝 賞金 20，200，000円
〔制裁〕 シャイニードラード号の騎手江田勇亮は，1周目4号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔その他〕 ルグランフリソン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ルグランフリソン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年1月7日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノカナロアオー号



3502912月7日 曇 良 （1中京4） 第3日 第5競走 ��3，300�障害3歳以上オープン
発走12時20分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：34．3稍重

45 プラチナアッシュ �4黒鹿60 白浜 雄造畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 480± 03：34．5 3．2�
814 マイネルアトゥー 牡6青鹿61 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 468± 03：35．56 2．2�
22 � ホシルミエール �6鹿 60 小坂 忠士永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 474＋103：36．13� 237．4�
34 テイエムコンドル 牡8鹿 60 五十嵐雄祐竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 470± 03：36．41	 15．0�
46 シゲルピーマン �4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 神垣 道弘 470＋ 4 〃 ハナ 31．5�
11 アズマタックン 牡6青鹿61 金子 光希東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 508＋ 23：36．5クビ 21．0	
33 ファイアプルーフ 牡4黒鹿60 大江原 圭犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 514＋ 6 〃 ハナ 35．0

712 ダノンロッソ 牡5青鹿60 熊沢 重文�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 448＋103：36．71� 11．6�
813 スワーヴポルトス 牡4鹿 60 森 一馬�NICKS 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム 454＋ 43：36．91� 9．4�
610 クリュティエ 牝5鹿 59 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 468－123：38．38 13．5
57 ミュートエアー 牡6黒鹿62 草野 太郎岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 23：39．15 74．8�
58 ユキノエルドール 牡5栗 60 石神 深一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 23：40．37 66．0�
711 シーライオン 牡5黒鹿60 北沢 伸也石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 小泉牧場 494＋ 8 （競走中止） 51．0�

（13頭）
69 ケイココサージュ 牝4芦 58 黒岩 悠 �コロンバスサークル 高柳 大輔 新ひだか 藤沢牧場 470＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，630，500円 複勝： 22，564，700円 枠連： 9，281，700円
馬連： 26，110，000円 馬単： 13，810，000円 ワイド： 21，848，900円
3連複： 45，051，300円 3連単： 52，916，300円 計： 209，213，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 110円 � 3，140円 枠 連（4－8） 480円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 230円 �� 11，280円 �� 9，490円

3 連 複 ��� 40，410円 3 連 単 ��� 123，750円

票 数

単勝票数 差引計 176305（返還計 2136） 的中 � 43263（2番人気）
複勝票数 差引計 225647（返還計 3473） 的中 � 39424（2番人気）� 74916（1番人気）� 959（13番人気）
枠連票数 差引計 92817（返還計 263） 的中 （4－8） 14804（1番人気）
馬連票数 差引計 261100（返還計 9030） 的中 �� 41600（1番人気）
馬単票数 差引計 138100（返還計 4894） 的中 �� 9795（2番人気）
ワイド票数 差引計 218489（返還計 9366） 的中 �� 30528（1番人気）�� 431（65番人気）�� 513（59番人気）
3連複票数 差引計 450513（返還計 29941） 的中 ��� 836（97番人気）
3連単票数 差引計 529163（返還計 31469） 的中 ��� 310（348番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 53．6－3F 40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�
5＝14－13（2，3）（1，7）（6，10）12－（4，11）－8
5＝14－（13，3）－7，2－1，6，12－10，4，11－8

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

勝馬の
紹 介

プラチナアッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．5．20 新潟3着

2015．2．14生 �4黒鹿 母 ダ ノ ニ ー 母母 リズミカルシチー 障害：2戦2勝 賞金 21，300，000円
〔競走除外〕 ケイココサージュ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔き甲部打撲傷〕を発症したため競走除外。発

走時刻9分遅延。
〔競走中止〕 シーライオン号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ケイココサージュ号は，令和元年12月8日から令和2年1月6日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 4頭 ウインインスパイア号・キズナエンドレス号・サンマルホーム号・スマートガルーダ号

3503012月7日 曇 良 （1中京4） 第3日 第6競走 ��1，900�3歳以上1勝クラス
発走12時55分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：55．9
1：53．7

重
不良

66 ストロングライン 牡3芦 56 C．スミヨン �ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 520＋ 82：00．0 1．4�
（仏）

22 クリノカポネ �4鹿 57 秋山真一郎栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450± 02：00．21� 12．4�

11 マイサンシャイン 牡3栗 56
53 ▲団野 大成三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：00．41� 14．7�

33 ダンスメーカー 牡4黒鹿57 O．マーフィー �G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 474－ 42：00．82� 13．3�
（英）

55 スコルピウス �3黒鹿56 菱田 裕二飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B466± 02：00．9� 44．4	
44 キタサンチャンドラ 牡3鹿 56 加藤 祥太�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 22：01．21	 27．8

810 アルムチャレンジ 牡5黒鹿57 
島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498＋ 42：01．3クビ 9．9�
78 ハイエストクイーン 牝4黒鹿55 横山 武史山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 490± 02：01．4� 99．4�
77 ダノングリスター 牡3鹿 56 岩田 康誠�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム 500－ 22：01．93 6．7
89 ボルンカズマ 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹合同会社雅苑興業 松山 将樹 浦河 高昭牧場 B490－ 42：02．43 63．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 28，678，400円 複勝： 116，899，200円 枠連： 6，534，400円
馬連： 33，129，100円 馬単： 26，381，300円 ワイド： 32，929，900円
3連複： 47，665，500円 3連単： 107，711，100円 計： 399，928，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 220円 � 250円 枠 連（2－6） 870円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 350円 �� 370円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 6，180円

票 数

単勝票数 計 286784 的中 � 159206（1番人気）
複勝票数 計1168992 的中 � 922041（1番人気）� 33235（5番人気）� 27694（6番人気）
枠連票数 計 65344 的中 （2－6） 5756（5番人気）
馬連票数 計 331291 的中 �� 37685（3番人気）
馬単票数 計 263813 的中 �� 22278（4番人気）
ワイド票数 計 329299 的中 �� 25909（4番人気）�� 24247（5番人気）�� 4436（18番人気）
3連複票数 計 476655 的中 ��� 14175（10番人気）
3連単票数 計1077111 的中 ��� 12629（20番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．7―30．5―43．7―56．5―1：09．0―1：21．7―1：34．5―1：47．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ストロングライン �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．10．28 京都2着

2016．5．6生 牡3芦 母 スマッシュハート 母母 ビーナスライン 5戦2勝 賞金 21，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時00分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3503112月7日 曇 良 （1中京4） 第3日 第7競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走13時25分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：02．2
1：58．9

良
良

58 メイショウボサツ 牡2青鹿55 藤岡 康太松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 田中スタッド 454＋ 42：01．7レコード 7．2�
712 オールザワールド 牡2鹿 55 C．スミヨン 前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 462± 02：01．8� 2．6�

（仏）

69 ハクサンキングス 牡2鹿 55
54 ☆坂井 瑠星河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 452± 02：02．11	 22．3�

11 ケイアイコブラ 牡2鹿 55 松若 風馬亀田 和弘氏 平田 修 新ひだか 松田牧場 464－ 6 〃 クビ 6．0�
45 ナリタザクラ 牡2黒鹿55 岩田 康誠�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 492＋ 22：02．2クビ 9．2�
813 アレグリアシチー 牡2栃栗 55

52 ▲団野 大成 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 杵臼牧場 442＋ 22：02．62� 28．0	
34 ラインストリーム 牡2栗 55 西田雄一郎大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 B440－ 42：02．81
 198．0

711 プラチナポイント 牝2鹿 54 吉田 隼人海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 前田ファーム 430＋ 4 〃 クビ 97．6�
814 グレイスフルダンス 牝2栗 54 横山 武史杉山 忠国氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 ハナ 27．0�
46 メイショウヒトハル 牝2黒鹿54 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 486＋ 42：03．01 19．0
57 キャプティベート 牡2黒鹿55 O．マーフィー �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 クビ 5．8�

（英）

22 セイカタチバナ 牡2栗 55 丸田 恭介久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 468＋ 42：03．1� 236．6�
610 ウインランウェイ 牡2鹿 55 原田 和真�ウイン 金成 貴史 浦河 鎌田 正嗣 422－ 4 〃 アタマ 22．4�
33 エスケイサムソン 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士伊藤 輔則氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 436－ 42：03．31 419．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，479，200円 複勝： 36，881，700円 枠連： 9，877，400円
馬連： 37，879，000円 馬単： 18，524，100円 ワイド： 32，701，700円
3連複： 55，923，400円 3連単： 67，556，700円 計： 287，823，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 170円 � 140円 � 360円 枠 連（5－7） 380円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，370円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 20，280円

票 数

単勝票数 計 284792 的中 � 33301（4番人気）
複勝票数 計 368817 的中 � 60976（2番人気）� 81997（1番人気）� 19241（6番人気）
枠連票数 計 98774 的中 （5－7） 19816（1番人気）
馬連票数 計 378790 的中 �� 39788（1番人気）
馬単票数 計 185241 的中 �� 6935（4番人気）
ワイド票数 計 327017 的中 �� 27935（1番人気）�� 5603（18番人気）�� 11370（5番人気）
3連複票数 計 559234 的中 ��� 13293（8番人気）
3連単票数 計 675567 的中 ��� 2415（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―36．5―49．2―1：02．0―1：14．7―1：27．0―1：38．4―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．7
1
3
・（1，6）（3，7，10）14（2，12）（5，13）－（4，8）9，11
1（6，7）（3，12，14，10）（2，5，13，8）（4，11，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウボサツ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．6．23 阪神2着

2017．3．20生 牡2青鹿 母 ユメノオーラ 母母 レッダンゴールド 6戦1勝 賞金 11，550，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3503212月7日 曇 良 （1中京4） 第3日 第8競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

36 スーパーブレイク 牡5黒鹿57 吉田 隼人堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 470＋ 41：33．7 62．1�
612 ナンヨープランタン 牡4黒鹿57 O．マーフィー 中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 クビ 11．7�

（英）

59 マイネルプリンチペ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �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 460＋ 81：33．8クビ 16．1�

510 レッドヴァール 牝4鹿 55 C．スミヨン �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472± 01：34．01� 1．7�
（仏）

816 アグリューム 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456± 01：34．1� 14．0	

611 ハクサンフエロ �4鹿 57
54 ▲藤田菜七子河﨑 五市氏 西園 正都 浦河 �川 啓一 460＋18 〃 クビ 20．7


47 トロイメント 牝3青 54 藤岡 康太�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 446＋101：34．2� 16．5�
23 レッドクレオス 牡3栗 56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472＋ 6 〃 ハナ 5．0�
11 ショーヒデキラ 牡3鹿 56 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 476＋18 〃 クビ 15．0
713	 プリヒストリー �4黒鹿57 岩田 康誠ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 21：34．41 68．4�
48 	 クィーンビー 牝6鹿 55 松若 風馬�和田牧場 田中 清隆 新冠 対馬 正 494＋ 21：34．72 80．5�
12 アイアムヒメ 牝4栗 55 菱田 裕二玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 B452－ 21：34．8� 261．6�
35 フラウティスタ 牝5鹿 55

52 ▲団野 大成 �シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 クビ 54．7�
24 クリノクーニング 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 454＋ 41：35．01
 138．5�
815 プリモプレミオ 牝3黒鹿54 秋山真一郎堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 450＋ 21：35．31� 195．0�
714	 ケイツーシリング 牝4鹿 55

54 ☆菊沢 一樹楠本 勝美氏 深山 雅史 新冠 オリエント牧場 412－ 61：36．89 627．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，676，700円 複勝： 61，439，100円 枠連： 13，176，800円
馬連： 50，093，300円 馬単： 26，522，200円 ワイド： 47，104，800円
3連複： 71，752，600円 3連単： 95，985，000円 計： 403，750，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，210円 複 勝 � 1，350円 � 400円 � 600円 枠 連（3－6） 7，570円

馬 連 �� 27，470円 馬 単 �� 76，800円

ワ イ ド �� 6，060円 �� 4，850円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 73，310円 3 連 単 ��� 682，240円

票 数

単勝票数 計 376767 的中 � 4849（10番人気）
複勝票数 計 614391 的中 � 11172（9番人気）� 43897（3番人気）� 26984（6番人気）
枠連票数 計 131768 的中 （3－6） 1348（19番人気）
馬連票数 計 500933 的中 �� 1413（42番人気）
馬単票数 計 265222 的中 �� 259（99番人気）
ワイド票数 計 471048 的中 �� 1980（43番人気）�� 2484（36番人気）�� 7324（17番人気）
3連複票数 計 717526 的中 ��� 734（134番人気）
3連単票数 計 959850 的中 ��� 102（914番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．3―46．7―58．4―1：10．0―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

スーパーブレイク �
�
父 ブレイクランアウト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．10．2 中山4着

2014．4．13生 牡5黒鹿 母 ウェディングフジコ 母母 ウェディングハニー 22戦2勝 賞金 24，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コチョウジュニア号
（非抽選馬） 4頭 ショウナンタイザン号・ハナソメイ号・ヒドゥンパラメータ号・リーゼントアイリス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3503312月7日 曇 良 （1中京4） 第3日 第9競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走14時25分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

44 ゴールデンライオン 牡3鹿 56 吉田 隼人石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 492＋ 81：53．8 6．4�
710 シールドヴォルト 牡3鹿 56 �島 克駿飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 430± 01：53．9	 7．2�
79 
 ディープスピリッツ 牡5鹿 57 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 466＋ 21：54．0� 35．7�
56 � ノ イ ー ヴ ァ 牝3鹿 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 安田 翔伍 米 Spendthrift

Farm LLC B482＋ 21：54．63� 2．7�
22 セイカヤマノ 牡3黒鹿56 丸田 恭介久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B492－141：54．7クビ 61．6�
33 ユイノチョッパー 牡4黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 492－10 〃 クビ 8．2	
55 デクレアラー 牡4栗 57 藤岡 康太�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 81：55．12� 10．5

811 イ ル ル ー メ 牡4黒鹿 57

54 ▲山田 敬士西森 功氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド B496＋101：55．2� 41．6�
67 ル リ ジ オ ン 牡4鹿 57 秋山真一郎�G1レーシング 石坂 公一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 6 〃 アタマ 92．1�
812 ア イ タ イ 牡3栗 56 O．マーフィー 平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 B512＋ 61：55．3クビ 7．8

（英）

11 � サウスブルーグラス 牡3黒鹿56 菱田 裕二越村 哲男氏 久保田貴士 米 Winches-
ter Farm B454＋ 21：55．51� 6．0�

68 ラブリロンリロンス 牡3黒鹿 56
53 ▲団野 大成熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 436－ 61：55．6� 225．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，653，600円 複勝： 38，816，400円 枠連： 10，001，300円
馬連： 42，976，300円 馬単： 22，774，900円 ワイド： 34，203，500円
3連複： 60，232，000円 3連単： 79，937，400円 計： 319，595，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 290円 � 230円 � 750円 枠 連（4－7） 1，410円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，310円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 12，840円 3 連 単 ��� 48，530円

票 数

単勝票数 計 306536 的中 � 38210（3番人気）
複勝票数 計 388164 的中 � 35668（7番人気）� 51429（3番人気）� 11366（9番人気）
枠連票数 計 100013 的中 （4－7） 5481（6番人気）
馬連票数 計 429763 的中 �� 19369（7番人気）
馬単票数 計 227749 的中 �� 6385（9番人気）
ワイド票数 計 342035 的中 �� 12986（8番人気）�� 3702（25番人気）�� 4140（23番人気）
3連複票数 計 602320 的中 ��� 3517（44番人気）
3連単票数 計 799374 的中 ��� 1194（206番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．8―12．7―12．2―12．4―12．6―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―38．4―51．1―1：03．3―1：15．7―1：28．3―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンライオン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2018．11．17 京都7着

2016．3．21生 牡3鹿 母 アドマイヤジュエル 母母 スエヒロジョウオー 10戦2勝 賞金 17，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3503412月7日 曇 良 （1中京4） 第3日 第10競走 ��
��1，400�つ わ ぶ き 賞

発走15時00分 （芝・左）
牝，2歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

610 ペコリーノロマーノ 牝2鹿 54 吉田 隼人平田 修氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 436± 01：21．8 8．0�
34 フェアレストアイル 牝2鹿 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 432－ 41：21．9� 3．1�
814 リネンファッション 牝2鹿 54 秋山真一郎戸山 光男氏 坂口 智康 日高 前川 義則 448＋101：22．11� 5．2�
33 ソーユーフォリア 牝2黒鹿54 藤岡 康太濵本 洋輔氏 高柳 瑞樹 浦河 日進牧場 456＋ 61：22．2� 4．6�
45 バトルカグヤ 牝2鹿 54 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 小林 仁 452－ 21：22．3� 40．8�
46 フィオリキアリ 牝2鹿 54 藤井勘一郎槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－ 6 〃 クビ 47．2	
57 � ハ ニ ー リ ン 牝2鹿 54 丹内 祐次西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 462－ 2 〃 クビ 228．1

711 ピュアカラー 牝2黒鹿54 O．マーフィー �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 432－ 6 〃 ハナ 6．0�

（英）

69 ザ イ ラ 牝2鹿 54 	島 克駿吉田 和美氏 奥村 豊 日高 オリオンファーム 484＋ 21：22．4� 76．9�
11 メルテッドハニー 牝2黒鹿54 横山 武史田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 396－ 21：22．5� 102．4
58 カイトレッド 牝2鹿 54 丸山 元気本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 452＋ 41：22．71� 24．0�
22 サ ノ ハ ニ ー 牝2黒鹿54 藤田菜七子佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 474＋ 41：23．33� 59．9�
712 イッツアワターン 牝2黒鹿54 松若 風馬田邉 幸則氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 430＋101：24．36 99．8�
813 シュルルヴァン 牝2青鹿54 岩田 康誠街風 �雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 452－ 21：24．72� 30．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，329，700円 複勝： 62，226，600円 枠連： 18，127，400円
馬連： 75，438，600円 馬単： 32，244，900円 ワイド： 55，024，200円
3連複： 102，286，000円 3連単： 123，054，200円 計： 518，731，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 210円 � 140円 � 160円 枠 連（3－6） 670円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 370円 �� 560円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 15，090円

票 数

単勝票数 計 503297 的中 � 52757（5番人気）
複勝票数 計 622266 的中 � 63317（5番人気）� 133812（1番人気）� 99963（2番人気）
枠連票数 計 181274 的中 （3－6） 20949（3番人気）
馬連票数 計 754386 的中 �� 47412（4番人気）
馬単票数 計 322449 的中 �� 7570（14番人気）
ワイド票数 計 550242 的中 �� 38997（3番人気）�� 23466（9番人気）�� 45752（1番人気）
3連複票数 計1022860 的中 ��� 38719（5番人気）
3連単票数 計1230542 的中 ��� 5909（37番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．1―11．8―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―47．0―58．8―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．8
3 5（1，4）10（3，7）（9，13）（8，12）11，14（2，6） 4 5（1，4）10（3，7）（8，9）（11，14，13）（2，6，12）

勝馬の
紹 介

ペコリーノロマーノ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．18 新潟1着

2017．3．3生 牝2鹿 母 ヴ ィ ラ 母母 サミットヴィル 3戦2勝 賞金 17，322，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3503512月7日 曇 良 （1中京4） 第3日 第11競走 ��
��2，000�第55回中 日 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，30．12．8以降1．12．1まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

24 サトノガーネット 牝4黒鹿53 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 21：59．2 14．0�

59 ラストドラフト 牡3黒鹿55 O．マーフィー �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 アタマ 6．8�
（英）

47 アイスストーム 牡4鹿 54 吉田 隼人ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 530－ 2 〃 クビ 5．9�

612� ショウナンバッハ 牡8鹿 54 吉田 豊国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 452－ 21：59．3クビ 20．9�
713 サトノソルタス 牡4芦 54 秋山真一郎 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B496＋ 61：59．62 8．9	
35 � ラ ン ド ネ 牝4鹿 52 藤岡 康太合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 514＋ 4 〃 ハナ 43．5


816 マイネルサーパス 牡3黒鹿55 丹内 祐次 �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 476± 01：59．7クビ 11．4�

510 ジ ェ シ ー 牡4鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 482－ 21：59．8	 95．7�
36 アイスバブル 牡4芦 55 C．スミヨン 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：59．9	 4．6
（仏）

815� ミスマンマミーア 牝4栗 50 藤田菜七子吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 460－ 6 〃 ハナ 34．2�
48 アドマイヤジャスタ 牡3鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B520＋10 〃 クビ 21．3�
23 カ ヴ ァ ル 牡4青鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 6 〃 アタマ 8．1�
11 ロードヴァンドール 牡6栗 55 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B500＋ 22：00．11 11．7�
611� タニノフランケル 牡4青鹿55 松若 風馬谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 520＋ 82：00．2
 18．4�
12 メイショウエイコウ 牡5鹿 53 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 454＋ 42：00．3クビ 185．3�
714 パリンジェネシス 牡5黒鹿54 �島 克駿 �キャロットファーム 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 510＋ 22：00．4	 43．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 140，421，800円 複勝： 223，888，200円 枠連： 66，529，200円
馬連： 422，585，500円 馬単： 138，667，800円 ワイド： 310，274，700円
3連複： 807，606，900円 3連単： 825，476，900円 計： 2，935，451，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 380円 � 280円 � 210円 枠 連（2－5） 2，530円

馬 連 �� 6，980円 馬 単 �� 15，120円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 1，320円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 13，240円 3 連 単 ��� 105，620円

票 数

単勝票数 計1404218 的中 � 80157（8番人気）
複勝票数 計2238882 的中 � 140515（7番人気）� 203332（4番人気）� 312477（2番人気）
枠連票数 計 665292 的中 （2－5） 20340（17番人気）
馬連票数 計4225855 的中 �� 46873（30番人気）
馬単票数 計1386678 的中 �� 6874（66番人気）
ワイド票数 計3102747 的中 �� 36684（30番人気）�� 60904（11番人気）�� 73772（8番人気）
3連複票数 計8076069 的中 ��� 45725（44番人気）
3連単票数 計8254769 的中 ��� 5666（369番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．4―12．5―12．3―12．1―11．8―11．3―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―36．0―48．5―1：00．8―1：12．9―1：24．7―1：36．0―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノガーネット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Victory Note デビュー 2018．4．14 阪神6着

2015．1．28生 牝4黒鹿 母 ビートリックスキッド 母母 Laquifan 16戦5勝 賞金 100，925，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3503612月7日 曇 良 （1中京4） 第3日 第12競走 ��
��1，200�

と ば

鳥 羽 特 別
発走16時10分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 � マルカテノール 牡5鹿 57 秋山真一郎日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 486＋ 41：09．5 59．1�
818 ワールドフォーラブ 牝5黒鹿55 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 456＋ 2 〃 クビ 7．7�
35 	 サンノゼテソーロ 牡3芦 56 C．スミヨン 了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米
Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

452－ 4 〃 ハナ 2．3�
（仏）

612 ブラックダンサー 牝3黒鹿54 横山 武史前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：09．71
 32．8�
11 レッドルチア 牝5黒鹿55 O．マーフィー �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 428＋ 4 〃 アタマ 8．1�

（英）

59 レジーナファースト 牝4鹿 55 丸田 恭介ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 466－ 81：09．8� 11．5	
817 シグナライズ 牝4鹿 55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 8 〃 ハナ 28．5

510 ウ ィ ズ 牡4鹿 57 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 488＋ 2 〃 ハナ 11．2�
714 ザイツィンガー 牡3芦 56 藤井勘一郎永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 422－ 41：09．9クビ 73．7�
36 ダノンハイパワー 牡5黒鹿57 菊沢 一樹�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 510－ 2 〃 クビ 26．1
816 オ フ ク ヒ メ 牝6黒鹿55 坂井 瑠星山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 464＋ 6 〃 ハナ 32．5�
47 ヤマニンペダラーダ 牡5黒鹿57 丸山 元気土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 478＋ 81：10．0� 6．5�
713 ジューンシルフィア 牝3栗 54 �島 克駿吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 436＋ 41：10．1クビ 44．2�
24 メイショウツバキ 牝4黒鹿55 太宰 啓介松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 462± 0 〃 ハナ 165．3�
611 ディアボレット 牝4栗 55 藤田菜七子�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 456－ 6 〃 クビ 39．0�
48 ノボリレーヴ 牝4鹿 55 藤岡 康太原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 452± 01：10．2 100．2�
715� ノヴァルーナ 牝5鹿 55 菱田 裕二林 正道氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 21：10．51� 78．2�
23 フジマサアクトレス 牝6鹿 55 西田雄一郎藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 B470－121：10．81� 121．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，284，400円 複勝： 76，108，800円 枠連： 29，683，300円
馬連： 102，781，900円 馬単： 42，529，600円 ワイド： 85，322，000円
3連複： 160，904，600円 3連単： 185，667，700円 計： 737，282，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，910円 複 勝 � 1，190円 � 250円 � 150円 枠 連（1－8） 1，810円

馬 連 �� 25，270円 馬 単 �� 57，060円

ワ イ ド �� 6，460円 �� 2，620円 �� 540円

3 連 複 ��� 18，110円 3 連 単 ��� 269，210円

票 数

単勝票数 計 542844 的中 � 7338（13番人気）
複勝票数 計 761088 的中 � 11973（14番人気）� 75545（4番人気）� 170909（1番人気）
枠連票数 計 296833 的中 （1－8） 12651（8番人気）
馬連票数 計1027819 的中 �� 3152（62番人気）
馬単票数 計 425296 的中 �� 559（133番人気）
ワイド票数 計 853220 的中 �� 3228（62番人気）�� 8106（25番人気）�� 44075（3番人気）
3連複票数 計1609046 的中 ��� 6661（54番人気）
3連単票数 計1856677 的中 ��� 500（779番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．7―11．3―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．0―35．7―47．0―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．8
3 ・（8，10）（2，18）（6，12）（1，5，16）（3，17）9（4，14，15）7，13，11 4 ・（8，10）（2，18）（6，12）（1，5，16）（3，17）（4，9）14（13，7，15）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�マルカテノール �
�
父 ローエングリン �

�
母父 タヤスツヨシ

2014．3．9生 牡5鹿 母 スプリングアマイン 母母 ダイナマイン 16戦2勝 賞金 31，017，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 サンノゼテソーロ号の騎手C．スミヨンは，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔その他〕 マルカテノール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マルカテノール号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年1月7日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウインハートビート号
（非抽選馬） 2頭 ヴェルスパー号・シセイヒテン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（1中京4）第3日 12月7日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

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

255，780，000円
15，490，000円
1，810，000円
30，390，000円
74，482，000円
6，393，400円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
478，296，500円
797，707，000円
201，780，600円
921，258，000円
389，876，200円
736，769，500円
1，555，984，300円
1，785，991，200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 6，867，663，300円

総入場人員 14，317名 （有料入場人員 12，668名）
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