
3503712月8日 晴 良 （1中京4） 第4日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走9時55分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000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
1：54．8
1：50．9

重
不良

11 ハイアーグレード 牝2栗 54 松若 風馬下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 450－ 41：55．7 7．4�
710 ウォーターラーテル 牝2栗 54 岡田 祥嗣山岡 正人氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 500－ 41：55．91� 3．0�
69 スマートラビリンス 牝2栗 54 横山 武史大川 徹氏 小崎 憲 日高 株式会社ス

マート 450＋ 41：56．0� 8．9�
813 ギャラクシーソウル 牝2芦 54

52 △斎藤 新吉田 安惠氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム 438－ 41：56．1� 2．7�
68 スマートラミア 牝2鹿 54

53 ☆川又 賢治大川 徹氏 石坂 公一 日高 いとう牧場 486＋ 21：56．73� 118．6�
33 ナムラパフィン 牝2鹿 54 吉田 隼人奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 いとう牧場 430± 01：57．01� 32．7�
44 ミンミンセレーナ 牝2鹿 54 水口 優也グリーンスウォード羽月 友彦 浦河 谷川牧場 482－ 41：57．63� 36．0	
57 フ ジ コ サ ン 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成藤本 栄史氏 加藤士津八 新ひだか 仲野牧場 492＋ 21：58．13 129．4

56 キタノエスポワール 牝2栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 浦河 東栄牧場 438＋ 21：58．2� 185．0�
711 タガノアレクシア 牝2栗 54 中井 裕二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－ 4 〃 ハナ 31．7�
22 アポロバレッタ 牝2黒鹿54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか 平野牧場 B474＋ 62：00．4大差 61．4
812 フェアウェルキッス 牝2青鹿54 藤井勘一郎吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 516＋ 22：00．71� 9．4�
45 エ ナ ミ ル ク 牝2鹿 54 国分 優作宮原 廣伸氏 伊藤 大士 新ひだか 山際牧場 494± 02：01．01� 47．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，545，300円 複勝： 25，904，800円 枠連： 7，427，900円
馬連： 31，078，100円 馬単： 16，416，400円 ワイド： 24，855，000円
3連複： 48，970，900円 3連単： 61，007，800円 計： 237，206，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 180円 � 120円 � 190円 枠 連（1－7） 860円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 350円 �� 620円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 9，400円

票 数

単勝票数 計 215453 的中 � 24590（3番人気）
複勝票数 計 259048 的中 � 30651（3番人気）� 77735（1番人気）� 27557（4番人気）
枠連票数 計 74279 的中 （1－7） 6617（5番人気）
馬連票数 計 310781 的中 �� 27490（3番人気）
馬単票数 計 164164 的中 �� 6174（7番人気）
ワイド票数 計 248550 的中 �� 18779（2番人気）�� 9603（8番人気）�� 18299（3番人気）
3連複票数 計 489709 的中 ��� 22708（4番人気）
3連単票数 計 610078 的中 ��� 4703（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．9―51．0―1：03．6―1：16．2―1：28．8―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイアーグレード �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Gone West デビュー 2019．11．23 京都4着

2017．4．19生 牝2栗 母 ラグジャリークラス 母母 Gourmet Girl 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 アポロバレッタ号の騎手西田雄一郎は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔その他〕 エナミルク号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

3503812月8日 晴 良 （1中京4） 第4日 第2競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走10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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

34 ウォークザライン 牡3栗 56 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 484± 01：25．3 17．2�
59 ロイヤルパールス 牡4鹿 57 荻野 極ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B534＋10 〃 クビ 27．1�
22 � リトルモンスター 牝3鹿 54 横山 武史吉田 千津氏 武井 亮 米

Off The Hook Part-
ners LLC & Farm III
Enterprises LLC

470＋ 4 〃 ハナ 2．8�
712�	 ヒ ロ ミ 牡4黒鹿57 西田雄一郎了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米
Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

504＋ 81：25．51
 120．1�
58 シュバルツリッター 牡4青鹿57 丸田 恭介ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 474＋101：25．6クビ 8．0�
11 マイネルレンカ 牡5黒鹿57 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 464＋ 21：25．81� 19．7	
610 グロリアスホープ 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成
ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B490－ 81：25．9クビ 3．0�
611 オープンザウェイ �7栗 57

54 ▲亀田 温心ディアレストクラブ� 菊川 正達 日高 沖田牧場 B468＋ 21：26．11
 68．5�
35 ペイシャムートン 牡3青鹿56 藤井勘一郎北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 526± 01：26．2 15．9
713 シンゼンマックス 牡3栗 56 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 486＋181：26．3� 9．2�
815 ベルジュネス �3鹿 56

55 ☆川又 賢治岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 442－20 〃 クビ 99．7�
23 	 スフィーダグリーン 牡5鹿 57 的場 勇人寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 548± 01：26．93� 408．8�
46 	 コパノアダムス 牡3鹿 56

54 △斎藤 新小林 照弘氏 武藤 善則 新ひだか 伊藤 敏明 486－ 41：28．38 48．2�
47 � フォートワズワース 牡3黒鹿56 吉田 隼人 
シルクレーシング 西村 真幸 米 Chelston B520＋ 41：28．51� 33．6�
814 ミトノブラック 牡4青鹿57 松若 風馬ロイヤルパーク 杉山 晴紀 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B476＋101：30．8大差 23．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，194，800円 複勝： 34，848，600円 枠連： 8，844，100円
馬連： 40，970，800円 馬単： 19，429，500円 ワイド： 37，871，400円
3連複： 62，469，600円 3連単： 69，484，400円 計： 299，113，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 360円 � 510円 � 140円 枠 連（3－5） 2，990円

馬 連 �� 16，810円 馬 単 �� 34，120円

ワ イ ド �� 3，830円 �� 850円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 12，750円 3 連 単 ��� 141，500円

票 数

単勝票数 計 251948 的中 � 11655（6番人気）
複勝票数 計 348486 的中 � 20222（6番人気）� 13307（8番人気）� 95494（1番人気）
枠連票数 計 88441 的中 （3－5） 2292（13番人気）
馬連票数 計 409708 的中 �� 1888（41番人気）
馬単票数 計 194295 的中 �� 427（81番人気）
ワイド票数 計 378714 的中 �� 2445（38番人気）�� 11847（7番人気）�� 9103（12番人気）
3連複票数 計 624696 的中 ��� 3674（46番人気）
3連単票数 計 694844 的中 ��� 356（400番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．0―12．8―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．7―46．7―59．5―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．6
3 ・（6，13）（9，14）－（3，7）（1，15）（12，10，5）8，4，11－2 4 ・（6，13）（9，14）－（3，1）7（4，12，15，5）（8，10）－11，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウォークザライン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．7．15 中京6着

2016．3．26生 牡3栗 母 クレーンズラヴァー 母母 ギャラントハウス 11戦2勝 賞金 18，970，000円
〔その他〕ミトノブラック号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ミトノブラック号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年2月8日まで出走できない。

第４回 中京競馬 第４日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3503912月8日 晴 良 （1中京4） 第4日 第3競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走10時55分 （ダート・左）（500万円以下）

若手騎手；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

22 スズカカナロア 牡3鹿 56 横山 武史永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 494＋141：12．4 4．3�
34 サトノユニゾン �4鹿 57

55 △斎藤 新 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 B494－ 41：12．61� 1．6�
815 シャイニーブランコ 牡3芦 56

53 ▲服部 寿希小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 446＋ 61：12．7クビ 27．4�
47 メイショウドウドウ 牡4黒鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 484＋141：13．33� 13．1�
58 ライクアジャーニー 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治大塚 亮一氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 476＋ 8 〃 ハナ 108．8�
59 ヒロノオリオン 牝4鹿 55 伴 啓太サンエイ開発� 高橋 康之 むかわ 宇南山牧場 496＋ 61：13．61� 74．4	
814 ホ マ レ 牝4鹿 55 松若 風馬 �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 増本 良孝 460－ 21：13．7� 11．7

712� マーシデスペラード 牡3鹿 56 岩崎 翼佐藤 勝士氏 千田 輝彦 安平 �橋本牧場 520＋ 4 〃 クビ 104．6�
11 ノボリソング 牝4鹿 55 荻野 極原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 468＋121：13．91 58．7�
610� モ テ モ テ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 468－ 41：14．0� 47．9�
46 エ ル ピ ド 牡3青鹿56 井上 敏樹ディアレストクラブ� 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 468＋ 41：14．1� 52．3�
713 ディーズファンシー 牝3栗 54

51 ▲団野 大成秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 392＋ 81：14．31	 62．7�
611� ファルコンレイナ 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士ライオンレースホース� 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 404± 01：14．4� 91．6�
23 ナムラマッチェリ 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 468± 01：14．72 11．7�
35 � サンレイファミリー 牝4栗 55

52 ▲亀田 温心永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 396± 0 〃 ハナ 296．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，824，600円 複勝： 50，806，900円 枠連： 10，695，000円
馬連： 38，754，600円 馬単： 25，819，100円 ワイド： 34，393，800円
3連複： 58，948，100円 3連単： 87，797，300円 計： 332，039，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 110円 � 330円 枠 連（2－3） 220円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，690円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 11，610円

票 数

単勝票数 計 248246 的中 � 46116（2番人気）
複勝票数 計 508069 的中 � 45882（2番人気）� 328477（1番人気）� 12724（6番人気）
枠連票数 計 106950 的中 （2－3） 36448（1番人気）
馬連票数 計 387546 的中 �� 97949（1番人気）
馬単票数 計 258191 的中 �� 23415（2番人気）
ワイド票数 計 343938 的中 �� 59000（1番人気）�� 4253（18番人気）�� 13616（7番人気）
3連複票数 計 589481 的中 ��� 16956（6番人気）
3連単票数 計 877973 的中 ��� 5479（33番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．0―12．2―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―35．3―47．5―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカカナロア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2018．7．7 函館1着

2016．3．10生 牡3鹿 母 エカルラート 母母 スカーレットローズ 15戦2勝 賞金 21，150，000円
〔発走状況〕 マーシデスペラード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 スズカカナロア号の騎手横山武史は，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10，000円。（被害馬：9番・4

番）

3504012月8日 晴 良 （1中京4） 第4日 第4競走 3，000�障害3歳以上未勝利
発走11時25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

710 スリーコーズライン 牡3鹿 58 伊藤 工真永井商事� 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 464＋ 83：17．5 14．0�
11 ゲインスプレマシー �3鹿 58 石神 深一 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 472－ 63：17．81� 2．8�
57 ウォーターミリオン 牡6栗 60 佐久間寛志山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 454＋ 43：18．22� 15．6�
56 エムアイグランツ 牡3黒鹿58 金子 光希岩崎 充利氏 青木 孝文 日高 細川牧場 510＋ 23：18．52 94．3�
45 ストレートパンチ 牡3鹿 58 伴 啓太諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 478－ 23：19．67 70．9	
812 ビッグスモーキー 牡4鹿 60 白浜 雄造 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 536＋ 23：19．7� 3．0

68 ロ ス カ ボ ス �6黒鹿60 大江原 圭吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 492＋ 83：20．76 8．4�
711� メジャーリーガー 牡6黒鹿60 草野 太郎木村 廣太氏 松山 将樹 新ひだか 木田牧場 492－ 63：21．02 6．0�
69 シゲルアミメキリン 牡5芦 60 上野 翔森中 蕃氏 蛯名 利弘 小清水 千島北斗牧場 488＋103：21．63� 137．3
813 ベラソヴラーノ 牝4鹿 58 高野 和馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石栗 龍彦 新ひだか 上村 清志 460－123：21．92 129．7�
44 マイネルバッカーノ 牡3黒鹿58 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 13：23．38 41．8�
22 トーアコルレオーネ 牡3鹿 58 黒岩 悠高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 436＋103：23．93� 40．6�
33 ポルトラーノ �3鹿 58 小野寺祐太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 （競走中止） 15．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，015，300円 複勝： 20，016，300円 枠連： 8，191，300円
馬連： 27，828，600円 馬単： 16，406，100円 ワイド： 23，613，000円
3連複： 51，582，100円 3連単： 66，071，800円 計： 231，724，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 330円 � 140円 � 260円 枠 連（1－7） 540円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 6，850円

ワ イ ド �� 800円 �� 2，040円 �� 660円

3 連 複 ��� 7，460円 3 連 単 ��� 54，120円

票 数

単勝票数 計 180153 的中 � 10250（5番人気）
複勝票数 計 200163 的中 � 12364（6番人気）� 49616（1番人気）� 17789（5番人気）
枠連票数 計 81913 的中 （1－7） 11598（3番人気）
馬連票数 計 278286 的中 �� 9091（9番人気）
馬単票数 計 164061 的中 �� 1794（24番人気）
ワイド票数 計 236130 的中 �� 7717（8番人気）�� 2841（20番人気）�� 9537（6番人気）
3連複票数 計 515821 的中 ��� 5181（22番人気）
3連単票数 計 660718 的中 ��� 885（158番人気）
上り 1マイル 1：45．6 4F 52．1－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スリーコーズライン �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．12．2 阪神7着

2016．5．14生 牡3鹿 母 タイムトゥラン 母母 アイオーユー 障害：3戦1勝 賞金 9，000，000円
〔競走中止〕 ポルトラーノ号は，1周目5号障害〔ハードル〕手前で急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ポルトラーノ号は，令和元年12月9日から令和元年12月29日まで出走停止。停止期間の満了後に

障害調教再審査。
※出走取消馬 フレスコパスト号（疾病〔心房細動〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ヴェルトゥアル号・オールマイト号



3504112月8日 晴 良 （1中京4） 第4日 第5競走 ��
��2，000�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
2：01．7
1：58．9

良
良

33 テ ン ピ ン 牡2黒鹿55 中井 裕二ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 502 ―2：03．0 10．7�
22 エムテイオー 牡2鹿 55 横山 武史大野 剛嗣氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 500 ―2：03．21� 4．1�
55 ト レ ゾ ア 牡2鹿 55 吉田 隼人永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 468 ― 〃 クビ 16．3�
66 ヴァシリアス 牡2鹿 55

53 △斎藤 新前田 葉子氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 488 ― 〃 アタマ 3．7�
11 ウインジョイフル 牡2青鹿55 国分 優作�ウイン 西園 正都 新ひだか 松田牧場 462 ―2：03．3� 36．8�
77 スズカスペクトル 牝2栗 54

51 ▲団野 大成永井 啓弍氏 武 英智 日高 藤本ファーム 460 ― 〃 クビ 5．5	
78 エイシンマシーン 牝2鹿 54

53 ☆川又 賢治平井 克彦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 446 ―2：03．93� 37．6

810 スリーシャーペン 牡2鹿 55 高倉 稜永井商事� 木原 一良 浦河 中神牧場 480 ―2：04．32� 14．2�
89 マルカバージョン 牡2栗 55 森 一馬日下部 猛氏 松永 昌博 青森 ユーコー牧場 498 ―2：05．15 26．9�
44 ダノンルミナ 牝2鹿 54 松若 風馬�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 498 ―2：05．31� 5．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 25，544，200円 複勝： 28，563，400円 枠連： 5，523，400円
馬連： 32，191，200円 馬単： 17，369，000円 ワイド： 22，853，900円
3連複： 42，243，200円 3連単： 61，567，200円 計： 235，855，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 280円 � 170円 � 410円 枠 連（2－3） 2，420円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，940円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 9，990円 3 連 単 ��� 53，580円

票 数

単勝票数 計 255442 的中 � 20177（5番人気）
複勝票数 計 285634 的中 � 25670（5番人気）� 51458（2番人気）� 15588（7番人気）
枠連票数 計 55234 的中 （2－3） 1762（14番人気）
馬連票数 計 321912 的中 �� 10862（10番人気）
馬単票数 計 173690 的中 �� 2638（20番人気）
ワイド票数 計 228539 的中 �� 8385（8番人気）�� 2944（25番人気）�� 3865（18番人気）
3連複票数 計 422432 的中 ��� 3171（42番人気）
3連単票数 計 615672 的中 ��� 833（210番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―38．2―51．1―1：03．5―1：15．5―1：27．5―1：39．4―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テ ン ピ ン �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2017．3．26生 牡2黒鹿 母 プリティカポレイ 母母 タイムフェアレディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3504212月8日 晴 良 （1中京4） 第4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）（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
1：47．6
1：47．6

重
重

810 グラスミルキー 牝3鹿 54
51 ▲団野 大成半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 498＋ 61：54．0 6．7�

22 コ ス タ ネ ラ 牝4栗 55 秋山真一郎 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 444－ 21：54．85 3．6�
55 ワインレッドローズ 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 474－ 41：55．33 7．0�
33 � イチザティアラ 牝4黒鹿55 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 452－ 61：55．61� 40．5�
78 サツキワルツ 牝4鹿 55

53 △斎藤 新小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 448－ 21：55．7� 6．2�
67 セブンティサン 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 428＋ 21：56．23 8．5	
44 スペロラルーチェ 牝3栗 54 中井 裕二岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 八木 明広 438－101：56．3クビ 167．8

79 アイリッシュビート 牝4栗 55 荻野 極林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 谷川牧場 432＋ 61：56．4� 61．3�
11 サイモンオーキッド 牝3鹿 54 熊沢 重文澤田 昭紀氏 松田 国英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－161：56．82� 75．8�
811 ラソワドール 牝4鹿 55 横山 武史 �シルクレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋281：57．01 2．9
66 � アンフィーサ 牝4栗 55 的場 勇人谷口 祐人氏 藤原 辰雄 安平 追分ファーム 476＋ 81：57．1� 154．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，411，400円 複勝： 27，627，300円 枠連： 8，809，400円
馬連： 36，144，100円 馬単： 18，290，200円 ワイド： 28，469，400円
3連複： 47，533，600円 3連単： 76，742，200円 計： 267，027，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 170円 � 130円 � 190円 枠 連（2－8） 390円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 420円 �� 610円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 8，630円

票 数

単勝票数 計 234114 的中 � 27735（4番人気）
複勝票数 計 276273 的中 � 38256（4番人気）� 63878（1番人気）� 31973（5番人気）
枠連票数 計 88094 的中 （2－8） 17414（1番人気）
馬連票数 計 361441 的中 �� 28921（4番人気）
馬単票数 計 182902 的中 �� 6103（10番人気）
ワイド票数 計 284694 的中 �� 17079（5番人気）�� 11245（11番人気）�� 24193（3番人気）
3連複票数 計 475336 的中 ��� 25240（5番人気）
3連単票数 計 767422 的中 ��� 6440（26番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．9―13．2―13．0―12．3―12．7―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―37．9―51．1―1：04．1―1：16．4―1：29．1―1：41．2

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

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

勝馬の
紹 介

グラスミルキー �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．10．6 東京11着

2016．3．20生 牝3鹿 母 ミルキーブロード 母母 グラスブロード 9戦2勝 賞金 16，300，000円



3504312月8日 晴 良 （1中京4） 第4日 第7競走 ��1，600�2歳未勝利
発走13時15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
1：34．2
1：32．3

良
良

815 ウインドラブリーナ 牝2黒鹿54 �島 良太福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 416－ 21：35．4 15．0�
35 ガ リ レ イ 牡2鹿 55 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 500－ 41：35．5� 6．5�
816 タイセイメガロス 牡2鹿 55 吉田 隼人田中 成奉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 458＋10 〃 クビ 8．3�
47 ゴールドパラディン 牡2栗 55 藤井勘一郎 �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 B436－ 21：35．6� 9．1�
23 ク レ ア ー レ 牡2鹿 55 横山 武史池江 泰郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 452＋ 21：35．81 2．1�
11 エフティクルーク 牡2青鹿55 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 464＋10 〃 クビ 20．8	
48 ダ ヨ ネ 牡2黒鹿 55

52 ▲団野 大成杉澤 光雄氏 武 英智 日高 大江牧場 422－ 41：36．01� 65．7

24 ミューティー 牝2鹿 54 松若 風馬鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 470－181：36．1� 59．8�
36 ヒロシゲサンライズ 牡2鹿 55 秋山真一郎阿尾 浩和氏 藤沢 則雄 浦河 笹島 政信 498＋ 21：36．2クビ 15．8�
12 マイネルアルモニコ 牡2栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 武田 修一 434＋ 21：36．41� 99．7
510 ソ ヨ ギ 牝2青鹿54 荻野 極海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 472＋ 21：36．5� 11．6�
612 サマープラネット 牝2黒鹿54 的場 勇人山上 和良氏 的場 均 新ひだか 高橋フアーム 424－101：36．6クビ 217．0�
713 ポ レ ー ナ 牝2青鹿54 丸田 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 374－16 〃 クビ 61．6�
59 オメガラヴェリテ 牝2鹿 54

52 △斎藤 新原 	子氏 安田 翔伍 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 398＋ 81：36．7� 235．1�

714 ミコキャビンクルー 牝2黒鹿 54
53 ☆川又 賢治古賀 慎一氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 義浩 454－ 21：37．23 256．8�

611 シゲルカメレオンザ 牡2鹿 55
52 ▲亀田 温心森中 蕃氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 468－ 21：37．62� 265．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，215，600円 複勝： 42，467，700円 枠連： 11，887，900円
馬連： 39，787，400円 馬単： 20，821，500円 ワイド： 37，253，200円
3連複： 61，867，700円 3連単： 76，452，100円 計： 320，753，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 340円 � 190円 � 240円 枠 連（3－8） 820円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 7，180円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，220円 �� 690円

3 連 複 ��� 5，540円 3 連 単 ��� 36，290円

票 数

単勝票数 計 302156 的中 � 17000（6番人気）
複勝票数 計 424677 的中 � 28249（7番人気）� 67247（2番人気）� 46819（4番人気）
枠連票数 計 118879 的中 （3－8） 11116（3番人気）
馬連票数 計 397874 的中 �� 11078（11番人気）
馬単票数 計 208215 的中 �� 2174（28番人気）
ワイド票数 計 372532 的中 �� 9605（12番人気）�� 7684（15番人気）�� 14372（5番人気）
3連複票数 計 618677 的中 ��� 8375（20番人気）
3連単票数 計 764521 的中 ��� 1527（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．2―47．2―59．8―1：12．0―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

ウインドラブリーナ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．10．14 京都5着

2017．3．15生 牝2黒鹿 母 ヤマトサクラコ 母母 チェリーラブ 3戦1勝 賞金 7，700，000円

3504412月8日 晴 良 （1中京4） 第4日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・左）（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
1：47．6
1：47．6

重
重

44 エイシンヨッシー 牡3栗 56 小牧 太�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 452＋141：53．4 7．4�
811 レオンコロナ 牡3黒鹿56 吉田 隼人山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 460－ 21：53．5� 2．5�
11 ユノディエール 牡5鹿 57 荻野 極ロイヤルパーク 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：54．03 13．0�
33 ヴィジャランス 牡4青鹿 57

54 ▲団野 大成加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 小林 仁 B542＋121：54．1クビ 8．3�
67 テーオーポシブル 牡3鹿 56 松若 風馬小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 474± 01：54．52� 3．1�
55 トーホウボッカ 牡3黒鹿56 横山 武史東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 B482－ 61：54．71� 45．3	
810� ア オ テ ン 牡6鹿 57 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 510－101：55．01� 18．1

79 ノーリミッツ 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 442± 0 〃 ハナ 24．8�
66 ラハトケレブ 牡6鹿 57 高倉 稜永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：55．85 245．1�
22 ヒロノライデン 牡4青鹿57 西田雄一郎小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 須崎牧場 488＋141：56．65 75．1
78 ラ デ ツ キ ー 牡3栗 56

54 △斎藤 新中辻 明氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ B514＋ 21：57．55 12．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，203，000円 複勝： 36，759，800円 枠連： 9，057，600円
馬連： 42，446，900円 馬単： 24，174，800円 ワイド： 34，026，200円
3連複： 59，665，400円 3連単： 89，604，300円 計： 329，938，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 190円 � 140円 � 200円 枠 連（4－8） 770円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 400円 �� 830円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 12，210円

票 数

単勝票数 計 342030 的中 � 36777（3番人気）
複勝票数 計 367598 的中 � 45987（3番人気）� 84184（1番人気）� 41710（4番人気）
枠連票数 計 90576 的中 （4－8） 9112（2番人気）
馬連票数 計 424469 的中 �� 35650（2番人気）
馬単票数 計 241748 的中 �� 7751（7番人気）
ワイド票数 計 340262 的中 �� 22983（2番人気）�� 9888（11番人気）�� 18554（5番人気）
3連複票数 計 596654 的中 ��� 19584（6番人気）
3連単票数 計 896043 的中 ��� 5317（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．3―49．9―1：02．2―1：14．6―1：27．5―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンヨッシー �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．5．5 京都7着

2016．4．9生 牡3栗 母 エーシンラクーリエ 母母 ラ リ シ ェ ス 5戦2勝 賞金 15，500，000円



3504512月8日 晴 良 （1中京4） 第4日 第9競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走14時15分 （500万円以下） （芝・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
1：19．6
1：19．0

良
良

23 ブルスクーロ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B514＋ 21：20．9 2．3�
611 エイシンゾーン 牝3鹿 54 秋山真一郎�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 434－ 21：21．11� 14．7�
612 カーサデルシエロ 牝4黒鹿55 藤井勘一郎下河辺俊行氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 440± 01：21．2	 10．4�
510 ホッコーメヴィウス 
3鹿 56

53 ▲団野 大成北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 460± 0 〃 クビ 23．2�
713 ト ロ シ ュ ナ 牝3黒鹿54 横山 武史 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 454－121：21．3クビ 5．1	
35 ヴィルトゥース 牝4鹿 55

53 △斎藤 新 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 410－ 2 〃 アタマ 8．4

24 � タニノミッション 牝3鹿 54 松若 風馬谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 488－ 6 〃 クビ 8．5�
816 ギンコイエレジー 牝4黒鹿 55

52 ▲亀田 温心 �フジワラ・ファーム 南井 克巳 新冠 有限会社 大
作ステーブル 468－ 2 〃 アタマ 29．2�

47 プリミエラムール 牝3芦 54 丸田 恭介ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 田中スタッド 452＋121：21．51� 36．8
12 ロカマドール 牝3鹿 54 吉田 隼人中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか 三石橋本牧場 448＋ 21：21．6	 39．7�
817 エイカイマドンナ 牝4鹿 55 荻野 極二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 440－ 4 〃 ハナ 74．7�
715 アングレーム 牝4黒鹿55 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 448－ 41：21．7� 45．2�
714 メイショウコミチ 牝3鹿 54 藤懸 貴志松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 444＋ 61：21．8	 54．5�
36 � チャリオット 牝3芦 54 国分 優作�ラ・メール 松下 武士 愛 La Mere

Co. Ltd 454－141：21．9	 78．9�
11 メイスンハナフブキ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 440－ 61：22．11� 172．8�
818 ファストライフ 牝4栗 55 西田雄一郎石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 450－ 21：22．2� 65．7�
48  マリノスピカ 牝3栗 54 高倉 稜和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 464－131：22．3� 193．1�
59 オーロスターキス 牝4栗 55 蛯名 正義加藤 徹氏 小島 茂之 新ひだか 本桐牧場 B480－101：22．4	 228．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，558，000円 複勝： 48，237，500円 枠連： 16，472，300円
馬連： 65，077，300円 馬単： 26，583，700円 ワイド： 51，832，100円
3連複： 106，273，300円 3連単： 113，208，300円 計： 464，242，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 290円 � 250円 枠 連（2－6） 610円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 780円 �� 570円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 22，340円

票 数

単勝票数 計 365580 的中 � 125371（1番人気）
複勝票数 計 482375 的中 � 116167（1番人気）� 36314（6番人気）� 43862（3番人気）
枠連票数 計 164723 的中 （2－6） 20861（2番人気）
馬連票数 計 650773 的中 �� 25275（7番人気）
馬単票数 計 265837 的中 �� 6913（8番人気）
ワイド票数 計 518321 的中 �� 17178（8番人気）�� 24335（4番人気）�� 8218（14番人気）
3連複票数 計1062733 的中 ��� 14169（12番人気）
3連単票数 計1132083 的中 ��� 3673（47番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．5―11．3―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．3―45．8―57．1―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．1
3 3，4（1，2，5）14（11，12）－（13，16，18）（6，15）（7，17）（8，9）10 4 3，4（1，2，5）（11，14）12（6，13，16，18）（7，15）17（8，9）10

勝馬の
紹 介

ブルスクーロ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Out of Place デビュー 2018．7．1 中京1着

2016．2．23生 牡3鹿 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 10戦2勝 賞金 32，441，000円
〔制裁〕 ホッコーメヴィウス号の騎手団野大成は，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30，000円。（被害馬：16

番・7番）
ホッコーメヴィウス号の騎手団野大成は，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。

※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 アレス号

3504612月8日 晴 良 （1中京4） 第4日 第10競走 ��
��1，800�

は ま な こ

浜 名 湖 特 別
発走14時50分 （ダート・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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

22 バーンスター 牡3鹿 56 藤井勘一郎�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 490＋101：53．3 5．0�
44 フィルストバーン �3黒鹿56 斎藤 新�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464± 01：53．51	 8．0�
811 ゲンパチルシファー 牡3鹿 56 中井 裕二平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 500＋101：53．81	 2．1�
33 スパイスマジック �4芦 57 横山 武史 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B470± 01：53．9
 12．1�
66 ライデンバローズ 牡5芦 57 吉田 隼人猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B538± 01：54．11 26．1	
55 ハクサンペリー 牡4鹿 57 川又 賢治河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 496＋ 21：54．31� 26．2

11 ハヤブサレジェンド 牡4黒鹿57 中谷 雄太�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 502－ 21：54．51� 11．4�
67 トーセンヴィータ 牡4青鹿57 松若 風馬島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム B538－ 81：54．92	 5．9
79 オールウェイズゼア 牡5黒鹿57 西田雄一郎グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 486＋ 21：55．21	 48．3�
810 マヤノフロスティ 牡4芦 57 岩崎 翼田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 518＋ 81：57．4大差 133．7�
78 タイセイストーム 牡7青鹿57 荻野 極田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 502＋ 6 （競走中止） 44．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，567，800円 複勝： 38，124，800円 枠連： 11，994，700円
馬連： 63，350，100円 馬単： 32，733，000円 ワイド： 45，367，000円
3連複： 88，460，100円 3連単： 142，468，500円 計： 457，066，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 180円 � 120円 枠 連（2－4） 2，260円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 630円 �� 330円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 11，640円

票 数

単勝票数 計 345678 的中 � 54805（2番人気）
複勝票数 計 381248 的中 � 54126（3番人気）� 45019（4番人気）� 98841（1番人気）
枠連票数 計 119947 的中 （2－4） 4098（9番人気）
馬連票数 計 633501 的中 �� 22623（9番人気）
馬単票数 計 327330 的中 �� 7837（9番人気）
ワイド票数 計 453670 的中 �� 17081（8番人気）�� 37295（2番人気）�� 33928（3番人気）
3連複票数 計 884601 的中 ��� 43392（3番人気）
3連単票数 計1424685 的中 ��� 8871（32番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―14．0―13．0―11．6―12．3―12．3―12．5―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．9―50．9―1：02．5―1：14．8―1：27．1―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バーンスター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Sinndar デビュー 2018．9．29 阪神8着

2016．4．16生 牡3鹿 母 ヒ シ ア ニ マ 母母 Anima 9戦3勝 賞金 28，572，000円
〔競走中止〕 タイセイストーム号は，向正面で異常歩様となり，転倒したため競走中止。
〔調教再審査〕 タイセイストーム号は，向正面で異常歩様となったことについて平地調教再審査。

１レース目



3504712月8日 晴 良 （1中京4） 第4日 第11競走 ��
��1，400�

ひ だ

飛�ステークス
発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

36 ワンアフター 牡6栗 57 吉田 隼人薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 476－ 21：20．1 20．8�
47 アクアミラビリス 牝3鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 418＋ 21：20．31� 3．1�
23 ジョーアラビカ 牡5芦 57 松若 風馬上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 498± 0 〃 クビ 8．1�
611 アンリミット 牝4青鹿55 城戸 義政前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 482－ 41：20．51� 13．1�
59 インスピレーション 牡4黒鹿57 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 488＋ 6 〃 アタマ 25．9�
35 ボーダーオブライフ 牡5鹿 57 伊藤 工真	レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 494＋ 6 〃 ハナ 113．7

24 メモリーコロネット 牝4黒鹿55 蛯名 正義	シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 452± 0 〃 クビ 2．7�
815 グランドロワ 牡5栗 57 岩崎 翼田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B498－ 41：20．6	 22．1�
612 デスティニーソング 牝5鹿 55 中谷 雄太 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 460－ 21：20．7クビ 98．6
11 ミュージアムヒル 牝4鹿 55 横山 武史吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B476＋ 41：20．91� 10．0�
816 アバルラータ 牝5鹿 55 丸田 恭介安原 浩司氏 
島 一歩 新ひだか 岡田牧場 452＋ 41：21．0	 16．5�
714 ドルチャーリオ 牡6栗 57 中井 裕二ゴドルフィン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 21：21．1	 48．0�
510 テルメディカラカラ 牝7黒鹿55 荻野 極小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 464－101：21．2� 119．2�
12 テ ン ク ウ 牡4黒鹿57 国分 優作井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 458＋ 41：21．3� 175．0�
48 エンヴァール 牡6栗 57 岡田 祥嗣寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 38．1�
713 ド ゴ ー ル 牡3鹿 56 西田雄一郎 	カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 466± 01：21．93	 205．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，208，200円 複勝： 67，882，900円 枠連： 39，702，000円
馬連： 174，936，200円 馬単： 71，935，000円 ワイド： 95，126，400円
3連複： 268，689，300円 3連単： 380，844，600円 計： 1，159，324，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，080円 複 勝 � 450円 � 170円 � 220円 枠 連（3－4） 2，830円

馬 連 �� 4，400円 馬 単 �� 11，420円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 1，980円 �� 670円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 80，820円

票 数

単勝票数 計 602082 的中 � 23049（7番人気）
複勝票数 計 678829 的中 � 31395（7番人気）� 127477（2番人気）� 81673（3番人気）
枠連票数 計 397020 的中 （3－4） 10851（11番人気）
馬連票数 計1749362 的中 �� 30776（16番人気）
馬単票数 計 719350 的中 �� 4721（37番人気）
ワイド票数 計 951264 的中 �� 16957（15番人気）�� 11994（23番人気）�� 38421（5番人気）
3連複票数 計2686893 的中 ��� 22018（26番人気）
3連単票数 計3808446 的中 ��� 3416（228番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―10．8―11．2―11．1―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．0―45．2―56．3―1：07．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンアフター �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．8．9 小倉11着

2013．4．3生 牡6栗 母 エキゾチックエレガンス 母母 Exotic Wood 21戦4勝 賞金 73，618，000円

3504812月8日 晴 良 （1中京4） 第4日 第12競走 ��
��2，000�

さかえ

栄 特 別
発走16時10分 （芝・左）
3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

816 サンレイポケット 牡4黒鹿57 荻野 極永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 476＋ 42：01．2 6．4�
612 ミ ス マ リ ア 牝3鹿 54 横山 武史山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 448－ 22：01．3� 3．4�
714 マイネルウィルトス 牡3黒鹿56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 22：01．4� 7．1�
510 ウレキサイト 牡3芦 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 502＋ 22：01．61	 14．5�
23 ガ ロ シ ェ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 6 〃 ハナ 6．7	
24 カ ラ ル 
5黒鹿57 松若 風馬 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 492＋182：01．7クビ 32．8

12 ノストラダムス 牡4鹿 57 秋山真一郎岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 488－ 22：01．8� 6．2�
47 エフティイーリス 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 ハナ 25．3�
713 ヤップヤップヤップ 牡3栗 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 458＋202：01．9� 14．6
59 マイネルミュトス 牡3青 56 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 62：02．0クビ 12．5�
611� リリーマイスター 牡4黒鹿57 中井 裕二土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 B512－ 22：02．1	 162．2�
11 ジ ャ ッ キ ー 牡5栗 57 岩崎 翼本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 478＋ 6 〃 ハナ 164．0�
48 レッドエンヴィー 牡3鹿 56 斎藤 新 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B490－ 22：02．2	 33．6�
815� リバプールタウン 牡4鹿 57 長岡 禎仁薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 476－122：02．3� 139．4�
35 オーデットエール 
4鹿 57 西田雄一郎中村 昭博氏 奥平 雅士 安平 追分ファーム 482＋ 6 〃 クビ 254．9�
36 リッカローズ 牝3芦 54 小牧 太立花 幸雄氏 島 一歩 新ひだか 西村 和夫 472＋122：02．62 55．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，444，100円 複勝： 80，513，000円 枠連： 30，838，600円
馬連： 116，845，100円 馬単： 46，806，300円 ワイド： 88，477，200円
3連複： 184，727，800円 3連単： 226，853，200円 計： 835，505，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 140円 � 220円 枠 連（6－8） 1，330円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 570円 �� 640円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 13，470円

票 数

単勝票数 計 604441 的中 � 74620（3番人気）
複勝票数 計 805130 的中 � 95631（3番人気）� 177369（1番人気）� 80626（5番人気）
枠連票数 計 308386 的中 （6－8） 17869（4番人気）
馬連票数 計1168451 的中 �� 62302（4番人気）
馬単票数 計 468063 的中 �� 11749（6番人気）
ワイド票数 計 884772 的中 �� 39581（4番人気）�� 34616（6番人気）�� 49855（1番人気）
3連複票数 計1847278 的中 ��� 55057（1番人気）
3連単票数 計2268532 的中 ��� 12205（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―37．2―50．1―1：02．4―1：14．7―1：26．6―1：38．2―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンレイポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．3．31 阪神11着

2015．5．2生 牡4黒鹿 母 アドマイヤパンチ 母母 ロイヤルカード 8戦2勝 賞金 20，799，000円

４レース目



（1中京4）第4日 12月8日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

201，800，000円
2，590，000円
18，720，000円
1，550，000円
22，290，000円
69，792，500円
5，046，600円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
394，732，300円
501，753，000円
169，444，200円
709，410，400円
336，784，600円
524，138，600円
1，081，431，100円
1，452，101，700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 5，169，795，900円

総入場人員 17，631名 （有料入場人員 15，507名）
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