
3504912月14日 晴 良 （1中京4） 第5日 第1競走 ��
��1，400�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
1：24．3
1：23．0

良
重

11 ミツカネプリンス 牡2芦 55 横山 武史小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 450± 01：26．3 22．2�
510� アメリカンニーニャ 牝2鹿 54 北村 友一吉澤 克己氏 石坂 公一 米

Catherine Jen-
nings & Marian
Kuhatschek

506－ 61：26．4� 5．1�
59 ネイチャーカレン 牡2黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 高橋 修 448－ 2 〃 クビ 8．0�
35 コパノライダー 牡2青鹿 55

53 △斎藤 新小林 照弘氏 斎藤 誠 新ひだか へいはた牧場 448－ 61：26．71	 7．8�
611� ダブリナーズ 牡2栗 55

52 ▲団野 大成ゴドルフィン 藤原 英昭 愛 Spring-
house Farm 464± 01：26．8クビ 3．4�

24 ナ ー ラ ッ ク 牝2栗 54
53 ☆菊沢 一樹�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 442± 01：27．22� 43．9	

12 ベニトアイト 牡2鹿 55 吉田 隼人青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B528± 01：27．51	 4．6

48 プリンスオブジオン 牡2青鹿55 中井 裕二萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 434± 01：27．6� 61．7�
36 アメージングラン 牡2鹿 55 秋山真一郎深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 486＋ 41：28．02� 9．6�
47 ディープシーブルー 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 信田牧場 426± 01：28．31	 340．1
612 シゲルダイモス 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 王蔵牧場 452－ 21：28．61	 506．1�
816 プラトフエルテ 牝2芦 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 金石牧場 434± 01：28．7	 292．2�
23 オウサムミニスター 牡2黒鹿55 藤井勘一郎古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 野坂牧場 444＋221：29．02 125．3�
714 ブルベアオンス 牡2栗 55 太宰 啓介 �ブルアンドベア 飯田 祐史 新冠 川島牧場 476＋ 21：29．74 48．9�
713 ブルベアガロン 牡2鹿 55 荻野 極 �ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 大北牧場 508＋161：30．12� 235．9�

（15頭）
815 マ シ ェ リ イ 牝2鹿 54 
島 克駿松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 27，930，400円 複勝： 42，866，400円 枠連： 10，321，500円
馬連： 42，195，100円 馬単： 20，979，800円 ワイド： 35，824，500円
3連複： 67，551，100円 3連単： 74，350，500円 計： 322，019，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 650円 � 200円 � 270円 枠 連（1－5） 760円

馬 連 �� 6，430円 馬 単 �� 16，320円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 3，060円 �� 890円

3 連 複 ��� 16，270円 3 連 単 ��� 110，680円

票 数

単勝票数 計 279304 的中 � 10678（7番人気）
複勝票数 計 428664 的中 � 14284（7番人気）� 64125（3番人気）� 42310（5番人気）
枠連票数 計 103215 的中 （1－5） 10516（5番人気）
馬連票数 計 421951 的中 �� 5084（18番人気）
馬単票数 計 209798 的中 �� 964（41番人気）
ワイド票数 計 358245 的中 �� 4327（20番人気）�� 2940（27番人気）�� 10791（14番人気）
3連複票数 計 675511 的中 ��� 3112（47番人気）
3連単票数 計 743505 的中 ��� 487（281番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．5―48．1―1：00．8―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．2
3 ・（9，10）（5，8，11）（1，2，13）（4，6）－（7，12）－（3，14）－16 4 9，10（5，8，11）（1，2）（4，13）－6，7，12－（3，14）16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミツカネプリンス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ステートリードン デビュー 2019．10．27 新潟12着

2017．4．20生 牡2芦 母 フェリアード 母母 ユ キ グ ニ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 マシェリイ号は，疾病〔両前肢挫創〕のため出走取消。

3505012月14日 晴 良 （1中京4） 第5日 第2競走 ��1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

22 ニシノアメイズ 牝3鹿 54
51 ▲団野 大成西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 500－ 41：54．0 6．4�

11 � ブライトパス 牝4鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：54．21� 6．7�
711� マーブルフレンテ 牝6鹿 55 高田 潤下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 528＋ 21：54．62� 31．6�
33 � トゥインクルリーフ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �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 ウエスタンファーム 440－ 61：54．81 24．9�
56 ミンネザング 牝5鹿 55 横山 武史金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 494＋161：55．22� 23．5	
68 アレグレモエティー 牝3芦 54 �島 克駿斉藤 等氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 468± 01：55．3クビ 111．0

710 トラストマヴィア 牝6黒鹿55 長岡 禎仁菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 500－ 21：55．51	 170．5�
69 シャルロッテミノル 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 524＋ 21：55．6
 18．4�
45 エターナルディーバ 牝3栗 54

52 △斎藤 新 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム B438＋ 41：55．91� 7．7
57 ブライティアセルバ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 420－ 41：56．0� 8．6�
44 ラソワドール 牝4鹿 55 吉田 隼人 �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 538＋ 2 〃 アタマ 11．5�
812 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± 01：56．21� 2．3�
813 プレイズラン 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士岡村 善行氏 牧 光二 日高 天羽牧場 456± 01：56．51� 361．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，622，900円 複勝： 41，567，400円 枠連： 9，513，100円
馬連： 39，975，500円 馬単： 20，923，200円 ワイド： 34，934，900円
3連複： 60，105，100円 3連単： 72，109，400円 計： 305，751，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 260円 � 240円 � 560円 枠 連（1－2） 2，340円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 610円 �� 2，320円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 14，970円 3 連 単 ��� 58，280円

票 数

単勝票数 計 266229 的中 � 33219（2番人気）
複勝票数 計 415674 的中 � 43767（4番人気）� 49508（3番人気）� 16948（8番人気）
枠連票数 計 95131 的中 （1－2） 3140（10番人気）
馬連票数 計 399755 的中 �� 18708（6番人気）
馬単票数 計 209232 的中 �� 4859（12番人気）
ワイド票数 計 349349 的中 �� 15556（6番人気）�� 3746（30番人気）�� 3617（31番人気）
3連複票数 計 601051 的中 ��� 3010（51番人気）
3連単票数 計 721094 的中 ��� 897（227番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―13．3―13．1―12．7―13．1―12．8―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―36．8―49．9―1：02．6―1：15．7―1：28．5―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノアメイズ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．6．17 東京7着

2016．3．5生 牝3鹿 母 ジョウノベネチア 母母 ダイナバーデイ 13戦2勝 賞金 17，300，000円
〔制裁〕 マーブルフレンテ号の騎手高田潤は，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：6番・9

番・12番）

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５日



3505112月14日 晴 良 （1中京4） 第5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）

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

23 スマートモリガン 牝3青鹿 54
51 ▲団野 大成大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 478＋ 81：12．6 16．8�

47 ヴィルデローゼ 牝5黒鹿 55
52 ▲服部 寿希 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 クビ 4．9�

815 ステイホット 牝3栗 54
51 ▲大塚 海渡小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B468－ 21：12．7クビ 40．8�

48 � ラインジェット 牡5黒鹿 57
54 ▲三津谷隼人大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 440± 01：13．12� 23．5�

713 クリノビッグサージ 牝3栗 54
51 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 498＋ 21：13．31� 7．6�

36 アトレヴィード 牝4鹿 55 伴 啓太吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 アタマ 181．2	
11 � モンアムール 牝4黒鹿55 �島 克駿平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 442＋101：13．4クビ 12．5

12 クイーンズテイスト 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 472± 01：13．5� 5．1�
35 セイイーグル �5鹿 57 横山 武史吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 444± 01：13．6� 8．8�
611 ア ン ビ ル �3黒鹿56 荻野 極�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 468＋ 6 〃 クビ 179．8
24 ラタンドレス 牝6鹿 55

54 ☆森 裕太朗 �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± 0 〃 ハナ 42．5�

510� フレンチイデアル 牡6鹿 57 加藤 祥太杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 496± 01：13．7� 37．7�
612 メイショウゼッケイ 牝3栗 54

52 △斎藤 新松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 414－ 61：13．8クビ 15．4�
816� サウンドオブビット 牡6鹿 57 井上 敏樹馬場 祥晃氏 松永 康利 浦河 大北牧場 478± 01：14．01	 103．4�
59 キクノロージズ 牝4芦 55

52 ▲藤田菜七子菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 490± 0 〃 アタマ 3．8�
714 ニシノゴウウン �3青鹿 56

53 ▲山田 敬士西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 カミイスタット 476－ 41：15．06 181．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，735，100円 複勝： 39，498，900円 枠連： 10，855，600円
馬連： 42，611，400円 馬単： 21，383，600円 ワイド： 37，096，200円
3連複： 65，152，100円 3連単： 72，242，400円 計： 316，575，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 520円 � 190円 � 690円 枠 連（2－4） 2，660円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 9，010円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 7，680円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 44，580円 3 連 単 ��� 248，220円

票 数

単勝票数 計 277351 的中 � 13193（8番人気）
複勝票数 計 394989 的中 � 17528（8番人気）� 70491（2番人気）� 12744（10番人気）
枠連票数 計 108556 的中 （2－4） 3153（13番人気）
馬連票数 計 426114 的中 �� 8444（14番人気）
馬単票数 計 213836 的中 �� 1779（35番人気）
ワイド票数 計 370962 的中 �� 6872（14番人気）�� 1220（67番人気）�� 3632（36番人気）
3連複票数 計 651521 的中 ��� 1096（142番人気）
3連単票数 計 722424 的中 ��� 211（793番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．5―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．7―48．2―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートモリガン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．10．6 京都1着

2016．3．30生 牝3青鹿 母 ピサノルビー 母母 ペ ル ヴ ィ ア 12戦2勝 賞金 17，900，000円
〔制裁〕 アトレヴィード号の騎手伴啓太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）

3505212月14日 晴 良 （1中京4） 第5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

34 ネプチュナイト 牡4黒鹿60 小坂 忠士吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486± 03：17．2 1．5�
46 フォワードカフェ 牡7黒鹿60 山本 康志西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 532＋ 23：18．05 6．7�
11 フラットレー �4青鹿60 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 494± 03：18．63� 6．4�
45 � スフバータル 牡6栗 60 草野 太郎�和田牧場 中野 栄治 新ひだか 城市 公 518＋28 〃 クビ 237．2�
712 シャインブライト �6芦 60 石神 深一了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 474－103：19．45 8．7	
33 フォルテメンテ 牡5鹿 60 江田 勇亮伊東 純一氏 星野 忍 新ひだか 桑嶋 峰雄 524－ 83：21．2大差 23．3

69 ブルベアボルド 牡3鹿 58 中村 将之 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 八木 明広 530＋30 〃 クビ 204．5�
813� ウイングルイーズ 牝5栗 58 難波 剛健池田 實氏 作田 誠二 浦河 三嶋牧場 494＋233：21．41 183．3�
814� ショーストーム 牡6鹿 60 伴 啓太吉冨 学氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 496＋123：22．03� 171．5
58 ベストデイエヴァー 牝3黒鹿56 小野寺祐太 �ローレルレーシング 深山 雅史 青森 ワールドファーム 438＋ 23：24．3大差 399．3�
610 ス テ フ ィ ン 牡5鹿 60 平沢 健治手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 480＋103：26．8大差 40．6�
22 サプライズフェスタ 牡3鹿 58 高野 和馬江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 谷口牧場 468± 03：26．9	 330．2�
57 ヒカルフラッシュ 牡3黒鹿58 大江原 圭安蒜 一修氏 柄崎 孝 浦河 栄進牧場 472＋123：33．3大差 234．3�
711 サンマルティン �7栗 60 蓑島 靖典 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504－ 4 （競走中止） 10．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，109，700円 複勝： 48，668，400円 枠連： 8，933，800円
馬連： 27，521，000円 馬単： 19，360，200円 ワイド： 22，894，200円
3連複： 47，339，600円 3連単： 76，786，500円 計： 275，613，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（3－4） 450円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 190円 �� 200円 �� 380円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，650円

票 数

単勝票数 計 241097 的中 � 123344（1番人気）
複勝票数 計 486684 的中 � 318970（1番人気）� 37559（2番人気）� 37105（3番人気）
枠連票数 計 89338 的中 （3－4） 15253（2番人気）
馬連票数 計 275210 的中 �� 47979（2番人気）
馬単票数 計 193602 的中 �� 23459（2番人気）
ワイド票数 計 228942 的中 �� 34055（1番人気）�� 31647（2番人気）�� 12498（5番人気）
3連複票数 計 473396 的中 ��� 64233（1番人気）
3連単票数 計 767865 的中 ��� 33691（2番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 51．4－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネプチュナイト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．29 京都7着

2015．3．12生 牡4黒鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー 障害：2戦1勝 賞金 10，900，000円
〔競走中止〕 サンマルティン号は，2周目6号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 ステフィン号・サンマルティン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ステフィン号・サンマルティン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年1月14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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サクラザチェンジ号
（非抽選馬） 1頭 ポイントオブオナー号



3505312月14日 晴 良 （1中京4） 第5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400万円超過馬は超過額300
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

44 ボ ナ パ ル ト 牡5鹿 60 白浜 雄造幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社
吉田ファーム 510＋ 43：35．5 31．8�

69 マイネルレオーネ 牡7黒鹿60 黒岩 悠 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 400－ 23：35．71� 20．6�

812 マイネルオフィール 牡7鹿 60 平沢 健治 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 512＋223：36．12� 3．7�

45 � アサクサゲンキ 	4鹿 60 熊沢 重文田原 慶子氏 音無 秀孝 米
Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

466＋ 43：36．2� 10．6�
11 ホウオウカーニバル 牡4鹿 60 草野 太郎小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 464－ 6 〃 クビ 192．6�
68 クリノサンスーシ 牝6鹿 58 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 466＋ 83：36．83� 9．8	
813 ブレスアロット 牡6栗 60 石神 深一吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 470－ 63：37．12 13．4

711 スマートガルーダ 牡6鹿 60 上野 翔大川 徹氏 粕谷 昌央 新冠 秋田牧場 498＋16 〃 クビ 120．5�
56 キズナエンドレス 牝8鹿 58 五十嵐雄祐関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 484± 03：37．41
 27．5�
33 タガノエスプレッソ 牡7鹿 60 難波 剛健八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋ 63：37．61� 9．6
22 サンマルホーム 牡9栗 60 佐久間寛志相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 446＋ 63：37．91
 67．3�
710 ムーンクレスト 牡7鹿 60 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 480＋103：38．11� 2．2�
57 ウインインスパイア 牡8黒鹿60 山本 康志�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 456－ 63：38．31 57．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，515，700円 複勝： 28，169，800円 枠連： 10，930，400円
馬連： 32，970，600円 馬単： 17，953，800円 ワイド： 27，776，800円
3連複： 52，995，300円 3連単： 70，514，700円 計： 261，827，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，180円 複 勝 � 790円 � 490円 � 200円 枠 連（4－6） 2，390円

馬 連 �� 22，890円 馬 単 �� 50，430円

ワ イ ド �� 5，770円 �� 2，070円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 28，610円 3 連 単 ��� 284，010円

票 数

単勝票数 計 205157 的中 � 5160（9番人気）
複勝票数 計 281698 的中 � 8000（9番人気）� 13884（7番人気）� 44893（2番人気）
枠連票数 計 109304 的中 （4－6） 3537（9番人気）
馬連票数 計 329706 的中 �� 1116（41番人気）
馬単票数 計 179538 的中 �� 267（87番人気）
ワイド票数 計 277768 的中 �� 1209（42番人気）�� 3458（22番人気）�� 6226（12番人気）
3連複票数 計 529953 的中 ��� 1389（72番人気）
3連単票数 計 705147 的中 ��� 180（556番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 53．6－3F 40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボ ナ パ ル ト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．17 函館2着

2014．3．30生 牡5鹿 母 ワイドサファイア 母母 クイーンソネット 障害：7戦2勝 賞金 30，400，000円
〔発走状況〕 タガノエスプレッソ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タガノエスプレッソ号は，令和元年12月15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。

3505412月14日 晴 良 （1中京4） 第5日 第6競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走12時55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

45 ポルタメント 牡3栗 56 北村 友一前田 幸治氏 中舘 英二 新ひだか 沼田 照秋 466± 01：54．0 4．2�
22 アシャカリブラ 牡5黒鹿 57

54 ▲団野 大成吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B538＋ 1 〃 クビ 13．6�
56 ヤマニンマヒア 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 458＋ 21：54．31� 3．1�
812 メイショウバンカラ 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 518－ 11：54．4	 75．3�
44 リ ー ヴ ル 牡3栗 56 横山 武史�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 21：54．72 19．0�
11 
 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 544－ 41：54．9� 283．7	
813 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 458－ 21：55．0� 2．2

710
 ヒロノブシドウ 牡4黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 長浜牧場 490＋ 2 〃 クビ 27．8�
711
 クイーンズトゥルー 牝4黒鹿 55

52 ▲亀田 温心 �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 420＋ 41：55．53 51．5�

33 トーアコルレオーネ 牡3鹿 56 田中 健高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 434－ 21：56．35 313．1
57 グ リ ト ニ ル 牡5鹿 57

54 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 450＋ 61：56．4クビ 282．0�
69 ゴ ー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 502－ 61：57．78 26．4�
68 サウンドバレット �3黒鹿56 黒岩 悠増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム B478＋10 〃 クビ 403．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，792，700円 複勝： 33，496，100円 枠連： 9，292，900円
馬連： 39，717，600円 馬単： 24，266，600円 ワイド： 32，688，400円
3連複： 58，457，400円 3連単： 88，970，500円 計： 316，682，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 210円 � 150円 枠 連（2－4） 2，190円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 670円 �� 300円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 16，670円

票 数

単勝票数 計 297927 的中 � 56655（3番人気）
複勝票数 計 334961 的中 � 56577（3番人気）� 34550（4番人気）� 63871（2番人気）
枠連票数 計 92929 的中 （2－4） 3287（9番人気）
馬連票数 計 397176 的中 �� 12212（8番人気）
馬単票数 計 242666 的中 �� 3901（14番人気）
ワイド票数 計 326884 的中 �� 11741（8番人気）�� 30240（3番人気）�� 13128（7番人気）
3連複票数 計 584574 的中 ��� 15018（9番人気）
3連単票数 計 889705 的中 ��� 3868（47番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．6―12．7―12．7―12．8―12．7―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．5―50．2―1：02．9―1：15．7―1：28．4―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポルタメント �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．8．19 新潟14着

2016．4．17生 牡3栗 母 カネトシフィオーレ 母母 リターンキャスト 9戦2勝 賞金 21，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 トーアコルレオーネ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年2月14日まで平地競走に出走

できない。



3505512月14日 晴 良 （1中京4） 第5日 第7競走 ��1，600�2歳未勝利
発走13時25分 （芝・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
1：34．2
1：32．3

良
良

24 エピファレーヌ 牝2黒鹿54 松田 大作広尾レース� 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 500－ 21：35．0 10．4�
714 ピーエムピンコ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 396＋ 4 〃 クビ 6．6�
47 ラルナブリラーレ 牝2鹿 54 横山 武史 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 460－ 8 〃 ハナ 5．9�
815 ア ー ジ オ ン 牝2鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 400＋ 21：35．42� 2．8�
12 ビップウインク 牝2青 54 藤岡 康太鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 478－ 61：35．5� 15．7	
612 ロ ジ ー ナ 牝2黒鹿 54

51 ▲団野 大成 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 444－ 6 〃 クビ 15．5

59 セウラサーリ 牝2鹿 54

52 △斎藤 新�G1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 452＋101：35．6� 5．3�

611 カ ノ ア 牝2鹿 54 秋山真一郎 �ニッシンホール
ディングス 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 438－ 81：35．81� 107．4�

816 リ ノ 牝2鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 436－10 〃 ハナ 34．6

36 シゲルセイウン 牝2黒鹿 54
51 ▲山田 敬士森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 前川 勝春 408－ 8 〃 ハナ 149．9�

11 エンカンタドーラ 牝2鹿 54 藤井勘一郎 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 新ひだか 畠山牧場 446－ 4 〃 クビ 54．6�

510 レッドマリアベール 牝2鹿 54 中谷 雄太 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 ハナ 89．0�
35 ア グ ロ ウ 牝2黒鹿54 田中 健吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 424＋ 21：35．9� 180．2�
48 コバルトスカイ 牝2鹿 54 丸田 恭介迎 徹氏 黒岩 陽一 日高 沖田牧場 456－141：36．21� 167．7�
23 フォールクヴァング 牝2鹿 54 荻野 極�G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 438± 01：36．3� 244．8�
713 ジ レ ー ネ 牝2黒鹿54 吉田 隼人�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416＋ 61：36．51 46．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，270，200円 複勝： 57，482，500円 枠連： 13，523，600円
馬連： 49，404，100円 馬単： 25，319，800円 ワイド： 43，160，000円
3連複： 73，532，600円 3連単： 87，052，200円 計： 392，745，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 260円 � 210円 � 220円 枠 連（2－7） 3，390円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 8，750円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 660円 �� 980円

3 連 複 ��� 6，120円 3 連 単 ��� 40，250円

票 数

単勝票数 計 432702 的中 � 34972（5番人気）
複勝票数 計 574825 的中 � 54865（5番人気）� 73248（3番人気）� 67721（4番人気）
枠連票数 計 135236 的中 （2－7） 3088（16番人気）
馬連票数 計 494041 的中 �� 9915（16番人気）
馬単票数 計 253198 的中 �� 2168（34番人気）
ワイド票数 計 431600 的中 �� 7639（18番人気）�� 17281（5番人気）�� 11253（10番人気）
3連複票数 計 735326 的中 ��� 9000（20番人気）
3連単票数 計 870522 的中 ��� 1568（133番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．8―48．2―1：00．6―1：12．2―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

エピファレーヌ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．8．17 札幌2着

2017．4．2生 牝2黒鹿 母 ウインアルエット 母母 ラークホイッスル 3戦1勝 賞金 8，300，000円

3505612月14日 晴 良 （1中京4） 第5日 第8競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

12 シャイニーロック 牡3鹿 56 北村 友一小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育
成牧場 506＋ 21：24．5 6．4�

36 グラデュエイト 牡4青鹿57 荻野 極阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 502－ 61：24．81� 7．7�
47 � ベストチャーム 牝3鹿 54 �島 克駿中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 418－ 21：25．01	 6．7�
714 ミッキーチャイルド 牡4鹿 57 吉田 隼人野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 478± 01：25．1	 7．7�
510 ナムラシェパード 牡3鹿 56 藤岡 康太奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 B480＋ 21：25．2クビ 2．6�
48 レッドモアナ 牝3栗 54 中井 裕二 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 434－ 2 〃 ハナ 30．9	
815 セイウンデルレイ 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 深山 雅史 新ひだか 藤巻 則弘 496－ 21：25．41 10．5

816 ウォーターファラオ 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 440－ 31：25．5	 193．1�
59 リ ラ イ ト 牡3青 56

54 △斎藤 新前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 平山牧場 468＋ 21：25．6� 29．7�
35 グランドピルエット 牝4鹿 55

52 ▲団野 大成 社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 488－ 21：25．7	 47．4�
11 ビップソルダー 牡5鹿 57 太宰 啓介鈴木 邦英氏 松下 武士 浦河 駿河牧場 476－ 81：25．8	 214．1�
612 サンマルライバル 牡5青鹿57 丸田 恭介相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 472－121：26．22	 239．5�
611� アンシャンテシチー 牡4栗 57 加藤 祥太 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 日高 田端牧場 504＋ 21：26．51� 13．7�
24 � タイセイブラック 牡4栗 57

54 ▲山田 敬士田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 456± 01：26．6クビ 230．8�
713 ド ラ セ ナ 
4黒鹿57 中谷 雄太林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 488＋121：26．7� 25．9�
23 � ナックテイオー 牡4鹿 57

54 ▲大塚 海渡小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 504－ 91：30．5大差 306．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，630，300円 複勝： 49，108，200円 枠連： 12，923，900円
馬連： 53，058，400円 馬単： 26，045，200円 ワイド： 46，827，500円
3連複： 77，988，800円 3連単： 93，313，500円 計： 394，895，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 240円 � 240円 � 190円 枠 連（1－3） 3，470円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 910円 �� 870円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 7，760円 3 連 単 ��� 37，680円

票 数

単勝票数 計 356303 的中 � 44093（2番人気）
複勝票数 計 491082 的中 � 50839（4番人気）� 50596（5番人気）� 71006（2番人気）
枠連票数 計 129239 的中 （1－3） 2886（15番人気）
馬連票数 計 530584 的中 �� 15420（8番人気）
馬単票数 計 260452 的中 �� 3636（21番人気）
ワイド票数 計 468275 的中 �� 13190（11番人気）�� 13836（8番人気）�� 11927（12番人気）
3連複票数 計 779888 的中 ��� 7528（24番人気）
3連単票数 計 933135 的中 ��� 1795（120番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―12．0―12．7―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．4―46．4―59．1―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F38．1
3 2，8，10（6，13）（4，14）7，16（5，11，15）－9－1－12－3 4 2，8，10（6，13）（4，7，14）－16，5，15，11，9，1，12＝3

勝馬の
紹 介

シャイニーロック �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2018．11．10 京都2着

2016．3．15生 牡3鹿 母 ノードラメール 母母 My Brightia 13戦2勝 賞金 24，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナックテイオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月14日まで平地競走

に出走できない。
※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。
（非抽選馬） 1頭 ショウナンアンビル号



3505712月14日 晴 良 （1中京4） 第5日 第9競走 ��
��2，200�3歳以上1勝クラス

発走14時25分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳55�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
2：09．9
2：09．7

良
良

715 デュアライズ 牡3黒鹿55 荻野 極高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 448＋102：13．5 3．1�
510 コパノケネディー 牡3青鹿 55

52 ▲亀田 温心小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B546＋162：13．6� 18．2�
818 ウェストブルック 	4黒鹿57 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500＋142：13．7� 49．5�
612
 クリノオスマン 	5栗 57

55 △斎藤 新栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 456± 02：13．8� 5．3�
23 ハギノアップロード 牡3黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 482＋ 42：14．22� 9．4�
47 ウインクリムゾン 牡5鹿 57 菱田 裕二	ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 466± 02：14．41� 238．6

12 シャイニングデイズ 牡3鹿 55 吉田 隼人杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B478＋ 6 〃 ハナ 17．4�
714 エレヴァルアスール 牡3黒鹿55 秋山真一郎	アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B500＋ 62：14．61� 41．7�
11 ディープサドラーズ 牡3鹿 55 岡田 祥嗣廣崎利洋HD	 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452－ 82：14．7� 12．9
36 アペタイザー 牡3鹿 55

54 ☆菊沢 一樹 	スリーエイチレーシング 栗田 徹 日高 下河辺牧場 514＋ 8 〃 ハナ 151．0�
816 シャイニーピース 牡5鹿 57 藤岡 康太小林 昌志氏 田中 剛 平取 雅 牧場 492－142：14．9� 25．3�
59 
 ジンゴイスト 牡4青鹿57 中谷 雄太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B488－ 6 〃 ハナ 4．4�
817 ピスカデーラ 牝5鹿 55

52 ▲団野 大成名古屋友豊	 池添 学 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 ハナ 127．1�
713 アースドラゴン 牡3鹿 55 大江原 圭松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 494＋142：15．11� 97．5�
611 イ ル マ タ ル 牝3鹿 53 太宰 啓介吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 448－ 42：15．31� 11．2�
48 
 ロイヤルアフェア 	4栗 57 藤井勘一郎 �シルクレーシング 加藤士津八 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496± 02：15．83 248．3�
35 
 スターオブジーン 牡3鹿 55

52 ▲三津谷隼人光安 了氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 372－162：16．11� 332．8�
24 リッカローズ 牝3芦 53 横山 武史立花 幸雄氏 島 一歩 新ひだか 西村 和夫 470－ 2 （競走中止） 53．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，401，900円 複勝： 49，860，600円 枠連： 17，956，900円
馬連： 53，081，500円 馬単： 26，073，800円 ワイド： 46，639，100円
3連複： 82，692，200円 3連単： 91，795，600円 計： 405，501，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 180円 � 620円 � 1，080円 枠 連（5－7） 620円

馬 連 �� 3，950円 馬 単 �� 6，750円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 2，410円 �� 11，370円

3 連 複 ��� 42，940円 3 連 単 ��� 167，210円

票 数

単勝票数 計 374019 的中 � 94463（1番人気）
複勝票数 計 498606 的中 � 91860（2番人気）� 18601（9番人気）� 10040（11番人気）
枠連票数 計 179569 的中 （5－7） 22408（1番人気）
馬連票数 計 530815 的中 �� 10412（16番人気）
馬単票数 計 260738 的中 �� 2893（25番人気）
ワイド票数 計 466391 的中 �� 8213（18番人気）�� 5003（26番人気）�� 1034（73番人気）
3連複票数 計 826922 的中 ��� 1444（119番人気）
3連単票数 計 917956 的中 ��� 398（506番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．3―12．6―13．2―13．0―12．1―12．4―11．6―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．7―35．0―47．6―1：00．8―1：13．8―1：25．9―1：38．3―1：49．9―2：01．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．2
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デュアライズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pleasantly Perfect デビュー 2019．5．25 東京3着

2016．5．31生 牡3黒鹿 母 コージーロージー 母母 Felidia 5戦2勝 賞金 16，200，000円
〔競走中止〕 リッカローズ号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
※イルマタル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3505812月14日 晴 良 （1中京4） 第5日 第10競走 ��1，600�
と よ か わ

豊 川 特 別
発走15時00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 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

48 セグレドスペリオル 牡3鹿 56 菊沢 一樹名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 490＋181：34．5 12．6�
611 ナスノシンフォニー 牝4栗 55 吉田 隼人�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 468－18 〃 アタマ 3．7�
11 サトノマックス 牡5鹿 57 秋山真一郎里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：34．6� 6．5�
815 サンディレクション 牡3鹿 56 斎藤 新 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 464＋101：34．7クビ 62．2�
612 ナ リ ス 牝3鹿 54 藤岡 康太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 466－10 〃 アタマ 4．3	
47 ウインメルシー 牝3鹿 54 横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 462± 0 〃 アタマ 7．9

24 チビラーサン 牝3栗 54 北村 友一瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 436－ 81：34．8� 10．6�
36 サドキンザン 牝3鹿 54 団野 大成ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 2 〃 クビ 37．2
59 ア レ ス 牝3鹿 54 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 452＋ 41：34．9クビ 36．8�
12 アドマイヤアルパマ 牝5鹿 55 菱田 裕二近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 436－ 21：35．11� 10．9�
23 ロードイヒラニ 牡4青鹿57 松田 大作 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 476± 0 〃 クビ 19．1�
816 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 438－ 21：35．31� 18．6�
35 ミヤコローズ 牝3鹿 54 丸田 恭介吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞	湖 レイクヴィラファーム 422－ 6 〃 クビ 74．1�
714 コ ー ン ス ス 牡4鹿 57 中谷 雄太加藤 誠氏 森田 直行 日高 沖田牧場 518－ 61：35．51� 297．2�
713
 コスモアイトーン 牡3黒鹿56 杉原 誠人 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 11：35．71� 102．3�
510 コチョウジュニア 牡3芦 56 荻野 極鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 458＋ 61：36．01� 264．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，620，200円 複勝： 61，892，600円 枠連： 24，133，100円
馬連： 76，195，300円 馬単： 35，350，200円 ワイド： 57，789，400円
3連複： 113，456，100円 3連単： 128，580，900円 計： 539，017，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 380円 � 160円 � 250円 枠 連（4－6） 590円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 8，950円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，790円 �� 690円

3 連 複 ��� 10，690円 3 連 単 ��� 72，260円

票 数

単勝票数 計 416202 的中 � 26424（7番人気）
複勝票数 計 618926 的中 � 34435（7番人気）� 125107（1番人気）� 61389（4番人気）
枠連票数 計 241331 的中 （4－6） 31695（2番人気）
馬連票数 計 761953 的中 �� 15869（18番人気）
馬単票数 計 353502 的中 �� 2962（39番人気）
ワイド票数 計 577894 的中 �� 11108（19番人気）�� 8063（24番人気）�� 22324（4番人気）
3連複票数 計1134561 的中 ��� 7958（38番人気）
3連単票数 計1285809 的中 ��� 1290（248番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．8―48．0―59．8―1：11．0―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セグレドスペリオル �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．7．15 中京2着

2016．3．11生 牡3鹿 母 アイズオンリー 母母 アイランドファッション 14戦2勝 賞金 33，068，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。
（非抽選馬） 5頭 アナザーラブソング号・ソイルトゥザソウル号・ハナソメイ号・ヒドゥンパラメータ号・ロードワンダー号



3505912月14日 晴 良 （1中京4） 第5日 第11競走 ��
��1，400�

み か わ

三河ステークス
発走15時35分 （ダート・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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

816 タ ガ ノ ア ム 牝4鹿 55 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 486－ 21：23．9 7．5�

510 キラービューティ 牝5栗 55 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：24．11� 4．6�
611 ネオスターダム 牡7黒鹿57 中谷 雄太一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 494± 01：24．2	 50．9�
12 
 アメリカンファクト 牡4栗 57 団野 大成吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B506＋ 21：24．3クビ 5．7�
815 メイショウヤクシマ 牡6栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 476＋ 6 〃 アタマ 22．3�
612 ハーグリーブス 牡4芦 57 藤田菜七子水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 512＋ 41：24．51� 12．0	
713 エ テ ル ニ テ 牝4青鹿55 荻野 極青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 502－ 2 〃 アタマ 27．5

59 ロードラズライト �4青鹿57 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 442± 01：24．71� 7．9�
11 
 フォルツァエフ 牡4鹿 57 松田 大作大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 488＋14 〃 ハナ 30．2
35 レッドレグナント 牝4鹿 55 横山 武史 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：24．8	 26．3�
714 メイショウラケーテ 牡5黒鹿57 加藤 祥太松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 460－ 4 〃 アタマ 103．6�
36 タイセイプレシャス �7栗 57 藤井勘一郎田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 468－ 2 〃 アタマ 52．7�
24 ゲ キ リ ン 牡5栗 57 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 482＋141：24．9� 36．3�
48 セイウンクールガイ 牡4栗 57 丸田 恭介西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 B452± 01：25．0� 22．0�
47 メイショウギガース 牡5青鹿57 吉田 隼人松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 480＋ 61：25．1クビ 13．3�
23 
 デンバーテソーロ 牝3栗 54 島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 加 Debbie Collum &
Patricia Fairbairn 456＋ 81：25．52� 5．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，760，600円 複勝： 84，684，700円 枠連： 41，926，700円
馬連： 160，099，100円 馬単： 60，911，400円 ワイド： 102，179，900円
3連複： 255，866，700円 3連単： 276，991，700円 計： 1，040，420，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 230円 � 190円 � 930円 枠 連（5－8） 910円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 820円 �� 5，040円 �� 4，660円

3 連 複 ��� 35，480円 3 連 単 ��� 149，970円

票 数

単勝票数 計 577606 的中 � 61280（4番人気）
複勝票数 計 846847 的中 � 101799（3番人気）� 141070（1番人気）� 18275（15番人気）
枠連票数 計 419267 的中 （5－8） 35674（2番人気）
馬連票数 計1600991 的中 �� 56862（4番人気）
馬単票数 計 609114 的中 �� 10235（9番人気）
ワイド票数 計1021799 的中 �� 33683（4番人気）�� 5080（64番人気）�� 5506（60番人気）
3連複票数 計2558667 的中 ��� 5408（118番人気）
3連単票数 計2769917 的中 ��� 1339（504番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―12．3―12．3―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．4―46．7―59．0―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ ガ ノ ア ム �
�
父 ハードスパン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．9．24 中山3着

2015．4．7生 牝4鹿 母 スパニッシュソウル 母母 スウィーピングズ 30戦4勝 賞金 79，825，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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） 2頭 エルプシャフト号・クライシス号

3506012月14日 曇 良 （1中京4） 第5日 第12競走 ��
��1，400�中 京 日 経 賞

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

日本経済新聞社賞（1着）
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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

36 アプルーヴァル 牡4鹿 57 藤岡 康太近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 516＋121：21．2 5．7�
12 ハ ト ホ ル 牝4鹿 55 菱田 裕二髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 460－12 〃 クビ 43．8�
48 ブルスクーロ 牡3鹿 56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B510－ 4 〃 ハナ 4．8�
510 インヘリットデール 牝5鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B474＋ 21：21．3クビ 3．2�
611 スイーズドリームス 牡5鹿 57 吉田 隼人大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 510＋ 2 〃 クビ 5．8�
816 キャッチミーアップ 牝4鹿 55 岡田 祥嗣畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 462± 01：21．61� 8．1	
11 スペキュラース 牝3黒鹿54 横山 武史 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 41：21．7クビ 13．7

47 ファイトフォーラヴ 牡3鹿 56 太宰 啓介金山 政信氏 石橋 守 清水 小野瀬 竜馬 466－ 21：21．8� 47．9�
24 コパノピエール 牡5鹿 57 藤田菜七子小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 490± 01：22．11	 14．2�
612 リュニヴェール 牝4黒鹿55 中井 裕二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B484＋ 4 〃 ハナ 80．2
815 オ フ ク ヒ メ 牝6黒鹿55 斎藤 新山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 464± 01：22．2	 64．4�
817
 ソフトポジション 牡4鹿 57 �島 克駿北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 478± 0 〃 アタマ 131．0�
713 ウィンターリリー 牝3芦 54 杉原 誠人田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 ヒダカフアーム 434－ 41：22．3	 32．5�
714 ナーゲルリング 牝3黒鹿54 伴 啓太 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 460＋ 21：22．72	 334．0�
23 � ケンデスティニー 牡4栗 57 荻野 極中西 宏彰氏 森 秀行 米

Sequel Thorough-
breds & Hidden
Lake Farm, LLC

496＋ 21：22．8	 255．8�
35 カ ネ ノ イ ロ 牡6鹿 57 丸田 恭介江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 480－ 21：22．9	 179．2�
59 モリトユウブ 牡4鹿 57 西田雄一郎石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 494－ 41：23．0� 216．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 57，255，400円 複勝： 75，337，400円 枠連： 24，222，200円
馬連： 102，447，800円 馬単： 45，149，600円 ワイド： 78，161，900円
3連複： 153，340，100円 3連単： 185，170，700円 計： 721，085，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 710円 � 220円 枠 連（1－3） 2，370円

馬 連 �� 9，010円 馬 単 �� 16，570円

ワ イ ド �� 2，610円 �� 540円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 14，450円 3 連 単 ��� 93，420円

票 数

単勝票数 計 572554 的中 � 79979（3番人気）
複勝票数 計 753374 的中 � 110282（3番人気）� 21897（9番人気）� 98464（4番人気）
枠連票数 計 242222 的中 （1－3） 7901（12番人気）
馬連票数 計1024478 的中 �� 8812（22番人気）
馬単票数 計 451496 的中 �� 2043（45番人気）
ワイド票数 計 781619 的中 �� 7431（22番人気）�� 39995（6番人気）�� 5622（31番人気）
3連複票数 計1533401 的中 ��� 7958（40番人気）
3連単票数 計1851707 的中 ��� 1437（255番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．8―46．4―57．8―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アプルーヴァル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．11．5 京都9着

2015．2．16生 牡4鹿 母 ファシネイション 母母 グローリアスデイズ 13戦3勝 賞金 40，149，000円



（1中京4）第5日 12月14日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

214，050，000円
14，420，000円
1，680，000円
23，660，000円
75，830，000円
6，329，400円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
429，645，100円
612，633，000円
194，533，700円
719，277，400円
343，717，200円
565，972，800円
1，108，477，100円
1，317，878，600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 5，292，134，900円

総入場人員 15，003名 （有料入場人員 13，333名）
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