
3308512月27日 曇 良 （2中山5） 第8日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

59 キ テ ィ ラ 牝2栗 54 野中悠太郎ディアレストクラブ� 清水 英克 新ひだか 畠山牧場 444± 01：13．3 10．6�
816 エバーサニーハート 牡2黒鹿55 石橋 脩堀口 晴男氏 小手川 準 浦河 市川牧場 498＋ 2 〃 クビ 6．1�
48 トランザクト 牡2鹿 55 西田雄一郎�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 510＋ 4 〃 ハナ 2．7�
23 ヤマイチキャプテン 牡2栗 55

52 ▲秋山 稔樹坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 508－ 41：13．51 3．3�
714 クツワノセキトリ 牡2栗 55 木幡 巧也芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 462－ 2 〃 クビ 15．6�
815 ニ シ ノ ミ ウ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 中舘 英二 日高 道見牧場 454－141：13．6アタマ 12．3	
612 ラブリークイーン 牝2栗 54 嘉藤 貴行坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新冠 大狩部牧場 B460＋ 61：14．23� 50．3

713 イデアエスクロー 牡2鹿 55 黛 弘人益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 470＋ 41：14．3� 91．9�
24 デルマイダテン 牡2白 55 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 516＋ 81：14．4� 79．4�
12 キイソアリング 牝2鹿 54

51 ▲原 優介安田嘉太郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 408－ 21：14．71� 269．1
510 ジオパークマグマ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也小関 勝紀氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 446＋ 41：14．8� 55．2�
611 コ ニ ャ ッ ク 牝2鹿 54 内田 博幸芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 408－141：14．9アタマ 30．5�
47 ニューフィー 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 酒井牧場 436＋ 41：15．22 46．4�
11 アイフレンズ 牝2鹿 54 蛯名 正義ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 440＋ 81：15．3� 125．6�
35 ビーナスオーキッド 牝2栗 54 武藤 雅助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 466－ 21：15．4クビ 17．7�

（15頭）
36 レ イ ハ リ ア 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 42，491，000円 複勝： 63，284，400円 枠連： 14，457，000円
馬連： 82，122，900円 馬単： 33，269，800円 ワイド： 65，600，200円
3連複： 120，413，600円 3連単： 122，283，200円 計： 543，922，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 220円 � 180円 � 140円 枠 連（5－8） 1，750円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 6，090円

ワ イ ド �� 820円 �� 550円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 23，860円

票 数

単勝票数 差引計 424910（返還計 13780） 的中 � 31957（4番人気）
複勝票数 差引計 632844（返還計 13688） 的中 � 61512（4番人気）� 85693（3番人気）� 148351（2番人気）
枠連票数 差引計 144570（返還計 384） 的中 （5－8） 6383（6番人気）
馬連票数 差引計 821229（返還計 44286） 的中 �� 22591（12番人気）
馬単票数 差引計 332698（返還計 21612） 的中 �� 4096（22番人気）
ワイド票数 差引計 656002（返還計 29388） 的中 �� 19515（11番人気）�� 30859（5番人気）�� 38371（4番人気）
3連複票数 差引計1204136（返還計 98439） 的中 ��� 33160（7番人気）
3連単票数 差引計1222832（返還計131386） 的中 ��� 3715（74番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―12．4―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．6―47．0―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ テ ィ ラ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．9．27 中山6着

2018．3．15生 牝2栗 母 フ ロ ー ネ 母母 ア ロ ー ム 6戦1勝 賞金 7，100，000円
〔出走取消〕 レイハリア号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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 アラカザーム号・カネショウルーイ号・サウンドクラウン号・マイネルレスペト号

3308612月27日 曇 良 （2中山5） 第8日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時05分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

612 オンザライン 牡2青鹿55 横山 武史久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 454＋ 41：56．4 8．3�
36 マイネルタイムリー 牡2青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム B474－ 2 〃 クビ 3．1�
510 ショウナンナビ 牝2栗 54 浜中 俊国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 天羽牧場 504＋ 21：57．35 21．7�
47 マダムシュシュ 牝2鹿 54 横山 和生�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 480－ 6 〃 アタマ 7．4�
12 アウトオブザブルー 牡2黒鹿55 C．ルメール 山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：57．72� 5．2�
611 トリストラム 牡2鹿 55 戸崎 圭太�レッドマジック田島 俊明 むかわ 上水牧場 500－121：57．91� 5．0	
714 ガ レ ア 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 育也 
フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 466－ 21：58．0クビ 303．8�
59 パワフルスパート 牡2栗 55 吉田 豊日向 均氏 的場 均 新ひだか 増本牧場 488＋ 21：58．21� 23．4�
23 コンフィアンス 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 464－161：58．41 52．5
24 グリームエース 牡2鹿 55 武藤 雅柳内 光子氏 久保田貴士 新ひだか 片岡 博 478± 01：58．61 17．0�
48 ラストストーリー 牡2鹿 55

53 △山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 中山 高鹿康 412＋ 4 〃 ハナ 469．9�
815 スワーヴジョーダン 牡2栗 55 内田 博幸�NICKS 田中 博康 千歳 社台ファーム B470＋ 6 〃 クビ 13．8�
11 フリーダムライター 牝2芦 54

53 ☆菅原 明良飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 476＋ 61：58．91� 76．1�
35 ピースアンドリンゴ 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大薪浦 亨氏 和田 雄二 新ひだか 静内フアーム 456－ 81：59．11� 217．6�
713 リワードカロン 牝2黒鹿54 江田 照男宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 日高 天羽 禮治 454± 02：01．6大差 121．0�
816 ヴ ィ ス ナ ー 牝2青鹿54 田辺 裕信西 浩明氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 432＋ 82：06．2大差 39．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，102，400円 複勝： 83，797，100円 枠連： 17，860，200円
馬連： 102，180，200円 馬単： 40，017，300円 ワイド： 81，679，400円
3連複： 141，162，700円 3連単： 149，854，900円 計： 669，654，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 300円 � 150円 � 590円 枠 連（3－6） 530円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 520円 �� 3，340円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 10，250円 3 連 単 ��� 54，290円

票 数

単勝票数 計 531024 的中 � 50624（5番人気）
複勝票数 計 837971 的中 � 63306（6番人気）� 205541（1番人気）� 27801（9番人気）
枠連票数 計 178602 的中 （3－6） 25840（1番人気）
馬連票数 計1021802 的中 �� 57695（5番人気）
馬単票数 計 400173 的中 �� 9361（11番人気）
ワイド票数 計 816794 的中 �� 43329（4番人気）�� 5938（34番人気）�� 16316（16番人気）
3連複票数 計1411627 的中 ��� 10328（35番人気）
3連単票数 計1498549 的中 ��� 2001（187番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．7―13．6―12．8―13．3―12．9―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―37．7―51．3―1：04．1―1：17．4―1：30．3―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．0
1
3
6，16－11，13（8，12）－10，1（9，5，15）－14（4，7）（2，3）
6（12，13，10）（11，3）8（9，14，7）16（1，5，2）（4，15）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オンザライン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．29 東京7着

2018．5．12生 牡2青鹿 母 ステラスターライト 母母 ノーブルステラ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リワードカロン号・ヴィスナー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月27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。
（非当選馬） 1頭 ペイシャレン号

第５回 中山競馬 第８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



3308712月27日 晴 良 （2中山5） 第8日 第3競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時35分 （芝・右・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

11 クリーンスイープ 牝2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：36．1 2．0�
23 ラインプリンス 牡2鹿 55 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 482－ 21：36．31� 14．4�
510 マイヨアポア 牝2鹿 54 大野 拓弥 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 456－ 41：36．4� 6．5�
816 エクセルローグ 牡2青鹿55 横山 武史谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 468＋ 4 〃 クビ 8．9�
714 ココリホウオウ 牡2鹿 55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 高橋フアーム 478＋161：36．5	 60．3�
815 エイムトゥルー 牡2青鹿55 田辺 裕信吉田 晴哉氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534＋14 〃 ハナ 53．2	
59 ゴールドベレー 牡2栗 55 石橋 脩居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 464± 0 〃 ハナ 40．0

611 マイネルダグラス 牡2鹿 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 21：36．6	 4．5�
48 
 ハイレジリエンス 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高木 登 英 Cheveley Park

Stud Ltd 474－ 41：36．7� 14．1
612 カ ル タ ゴ 牝2青鹿54 松山 弘平�須野牧場 小島 茂之 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 452－ 21：36．8� 71．0�
713 コスモスケアヘッド 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 新ひだか 棚川 光男 470＋ 61：36．9	 160．4�
24 ビギニングドリーム 牝2鹿 54

51 ▲秋山 稔樹石川 佳弘氏 加藤士津八 新冠 村田牧場 B422＋ 61：37．75 53．0�
12 コスモチョコラトル 牡2鹿 55

53 ◇藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 21：37．8	 30．4�
36 モーニングアップ 牝2黒鹿54 黛 弘人西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田スタツド 448－121：37．9クビ 723．5�
35 アスキットローラ 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大中江 隆一氏 和田 雄二 新ひだか 久保 秀雄 440＋ 61：38．75 873．0�
47 エコロディバイン 牡2栗 55 木幡 巧也原村 正紀氏 伊藤 大士 むかわ 市川牧場 488－ 6 〃 ハナ 223．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，190，000円 複勝： 111，057，500円 枠連： 18，233，500円
馬連： 114，968，700円 馬単： 53，336，600円 ワイド： 101，703，900円
3連複： 165，488，100円 3連単： 203，281，800円 計： 837，260，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 230円 � 200円 枠 連（1－2） 810円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 470円 �� 450円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 8，960円

票 数

単勝票数 計 691900 的中 � 270111（1番人気）
複勝票数 計1110575 的中 � 311073（1番人気）� 98388（5番人気）� 122395（3番人気）
枠連票数 計 182335 的中 （1－2） 17395（4番人気）
馬連票数 計1149687 的中 �� 76071（4番人気）
馬単票数 計 533366 的中 �� 27686（5番人気）
ワイド票数 計1017039 的中 �� 56961（4番人気）�� 60971（3番人気）�� 16251（16番人気）
3連複票数 計1654881 的中 ��� 40637（7番人気）
3連単票数 計2032818 的中 ��� 16433（20番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．6―12．4―12．7―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．4―46．0―58．4―1：11．1―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．1―3F37．7

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

勝馬の
紹 介

クリーンスイープ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2020．10．17 東京2着

2018．1．15生 牝2鹿 母 スイープトウショウ 母母 タバサトウショウ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウェイオブライト号・グランエース号・シルミーヌ号・チャルコパイライト号
（非抽選馬） 2頭 アルバトリア号・フェミニンルック号

3308812月27日 晴 良 （2中山5） 第8日 第4競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走11時05分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

36 ピュアブリス 牝2鹿 54 松山 弘平水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 454 ―1：13．7 2．3�
611 キュートラン 牝2鹿 54 吉田 豊岡村 善行氏 高橋 文雅 日高 前野牧場 B456 ―1：14．12� 4．6�
59 エコロアジェンダ 牡2栗 55 大野 拓弥原村 正紀氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 466 ―1：14．52 27．9�
510 レラシオネス 牡2黒鹿55 柴田 大知谷口 祐人氏 勢司 和浩 新冠 プログレスファーム 450 ―1：14．71� 27．6�
47 テリオスハート 牝2鹿 54 戸崎 圭太鈴木美江子氏 田島 俊明 日高 シンボリ牧場 420 ― 〃 � 19．4�
713 サクラトップメジャ 牝2栗 54 木幡 初也�トップフェロウ武市 康男 新ひだか タイヘイ牧場 B454 ―1：15．22� 9．8	
11 グローリアスカムイ 牝2栗 54 木幡 巧也日下部勝德氏 松山 将樹 日高 ノースガーデン 470 ― 〃 クビ 34．5

815 サンシルビア 牝2鹿 54 勝浦 正樹諸岡 慶氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 458 ―1：15．41� 38．3�
23 ラフカットジュエル 牝2鹿 54 横山 和生西森 功氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 414 ― 〃 ハナ 25．0�
612 マ ミ ー 牝2青鹿 54

53 ☆菅原 明良武田 茂男氏 深山 雅史 浦河 高松牧場 414 ―1：16．03� 46．8
48 テイエムオドリコ 牝2青 54 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 430 ―1：16．1クビ 136．8�
816 ラ ル カ ナ タ 牝2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹田中 純一氏 勢司 和浩 浦河 杵臼牧場 444 ― 〃 クビ 113．9�
24 ミドダファーレ 牡2鹿 55 丸田 恭介浅野 正敏氏 蛯名 利弘 日高 Wing Farm 430 ―1：16．52 238．3�
714 サンナッチェズ 牝2栗 54 黛 弘人 �加藤ステーブル 中野 栄治 新ひだか グランド牧場 424 ―1：16．6� 96．2�
12 シゲルジチョウ 牡2鹿 55 江田 照男森中 蕃氏 中野 栄治 新ひだか 松田牧場 502 ―1：17．02� 8．9�
35 マーゴットスタート 牝2栗 54 宮崎 北斗前田 良平氏 伊坂 重信 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 444 ―1：17．53 7．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，958，300円 複勝： 62，581，300円 枠連： 18，266，300円
馬連： 83，309，400円 馬単： 37，231，500円 ワイド： 65，682，000円
3連複： 118，941，500円 3連単： 125，203，600円 計： 558，173，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 160円 � 410円 枠 連（3－6） 440円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，010円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 11，450円

票 数

単勝票数 計 469583 的中 � 161008（1番人気）
複勝票数 計 625813 的中 � 165400（1番人気）� 106397（2番人気）� 26443（6番人気）
枠連票数 計 182663 的中 （3－6） 31862（1番人気）
馬連票数 計 833094 的中 �� 109941（1番人気）
馬単票数 計 372315 的中 �� 28930（1番人気）
ワイド票数 計 656820 的中 �� 68683（1番人気）�� 15488（9番人気）�� 10048（16番人気）
3連複票数 計1189415 的中 ��� 22833（9番人気）
3連単票数 計1252036 的中 ��� 7926（19番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―12．2―12．9―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．5―35．7―48．6―1：01．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．0
3 ・（6，7）11（5，9）13（10，12）14（3，15）－（1，16）－8－2，4 4 ・（6，7）（9，11）（5，10，13）15（3，12，14）（1，16）－8－2，4

勝馬の
紹 介

ピュアブリス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2018．1．19生 牝2鹿 母 フレンチトースト 母母 ペンタルビー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 ウェルスナイパー号・ケイツーマナト号・シンシアハート号・タケショウワンダー号・ブルーグリッター号・

ペイシャセイント号・マイネルサンライト号・モンチ号・ララショコラ号・リワードマレンゴ号



3308912月27日 晴 良 （2中山5） 第8日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走11時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．9
1：58．9

良
良

612 ホウオウサンデー 牡2鹿 55 武 豊小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 458 ―2：06．3 10．5�
713 ル ナ ベ イ ル 牝2黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 506 ―2：06．51� 1．5�
715 セブンデイズ 牡2青鹿55 黛 弘人前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 466 ―2：06．92� 117．9�
36 ベルウッドエオ 牡2鹿 55 吉田 豊鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 桑田牧場 470 ―2：07．11� 10．5�
23 レ ナ ト ゥ ス 牡2鹿 55 松山 弘平岡田 牧雄氏 尾関 知人 新冠 小泉 学 448 ―2：07．2� 58．2�
817 ヴ ォ リ ー ダ 牝2栗 54 M．デムーロ DMMドリームクラブ	 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 460 ―2：07．41� 12．2

12 シスターズドリーム 牝2鹿 54 岩田 康誠島井新一郎氏 田中 剛 新ひだか 桜井牧場 502 ― 〃 アタマ 35．5�
11 ナンヨーインディゴ 牝2鹿 54 浜中 俊中村 德也氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 420 ―2：07．61 84．5�
818 ルリアンシップ 牝2芦 54 野中悠太郎�下河辺牧場 稲垣 幸雄 日高 下河辺牧場 412 ―2：07．91� 103．0
510 ベストコレクトパリ 牝2鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田牧場 464 ―2：08．11� 114．8�
47 アスクローンウルフ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太廣崎利洋HD	 田村 康仁 平取 清水牧場 470 ― 〃 ハナ 100．8�
48 クリスタルハート 牝2栗 54 和田 竜二 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか グローリーファーム 500 ― 〃 クビ 6．3�
59 レッドスパロー 牡2鹿 55 田辺 裕信野村 茂雄氏 水野 貴広 浦河 杵臼牧場 500 ―2：08．84 23．6�
611 ヴィアッジョ 牡2栗 55 横山 武史是枝 浩平氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 480 ―2：08．9� 66．0�
35 コスモウォークライ 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 404 ―2：09．64 448．3�
24 イタダキマショウ 牡2黒鹿 55

52 ▲原 優介福田 光博氏 青木 孝文 新ひだか 萩澤 俊雄 438 ―2：09．92 289．9�
714 フェイダウェイ 牡2青鹿55 江田 照男 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 434 ―2：10．0� 90．4�
816 フィニステラ 牡2栗 55 北村 宏司 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム 478 ―2：10．42� 45．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 62，262，100円 複勝： 117，106，300円 枠連： 18，306，000円
馬連： 88，662，400円 馬単： 53，138，100円 ワイド： 78，466，000円
3連複： 131，414，600円 3連単： 184，469，800円 計： 733，825，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 250円 � 110円 � 1，060円 枠 連（6－7） 600円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 360円 �� 9，180円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 14，390円 3 連 単 ��� 178，550円

票 数

単勝票数 計 622621 的中 � 47126（4番人気）
複勝票数 計1171063 的中 � 64733（4番人気）� 660586（1番人気）� 11760（12番人気）
枠連票数 計 183060 的中 （6－7） 23351（3番人気）
馬連票数 計 886624 的中 �� 94572（3番人気）
馬単票数 計 531381 的中 �� 15482（9番人気）
ワイド票数 計 784660 的中 �� 63286（3番人気）�� 2007（63番人気）�� 11552（17番人気）
3連複票数 計1314146 的中 ��� 6846（56番人気）
3連単票数 計1844698 的中 ��� 749（368番人気）

ハロンタイム 13．3―12．1―13．8―12．2―12．6―12．7―12．8―12．6―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．4―39．2―51．4―1：04．0―1：16．7―1：29．5―1：42．1―1：54．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．8
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウサンデー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sunday Silence 初出走

2018．2．2生 牡2鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ヴィアッジョ号の騎手三浦皇成は，第7日第11競走での落馬負傷のため横山武史に変更。

3309012月27日 晴 良 （2中山5） 第8日 第6競走 ��
��1，200�2歳1勝クラス

発走12時25分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

23 プロバーティオ 牡2鹿 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 500＋ 61：11．7 13．1�
36 エンテレケイア 牡2栗 55 木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 浦河 谷川牧場 496＋ 21：12．01� 32．4�
24 ナリノペッパー 牡2芦 55

54 ☆木幡 育也成塚 清志氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 486＋ 21：12．1クビ 14．6�
47 ジ ェ セ ニ ア 牝2栗 54 C．ルメール 椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 482＋24 〃 ハナ 7．2�
510 マイコレット 牝2芦 54 江田 照男伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 486± 0 〃 アタマ 156．5�
35 エナジーロッソ 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 472－ 4 〃 アタマ 3．0	
48 ジューンクエスト 牡2栗 55 武藤 雅吉川 潤氏 今野 貞一 日高 山田 政宏 450＋ 81：12．2� 110．3

713 ヨッシーフェイス 牡2芦 55 石橋 脩 STレーシング 寺島 良 新ひだか グランド牧場 470＋ 21：12．41 3．3�
611 ヒットガール 牝2栗 54

53 ☆菅原 明良トライスターレーシング 松下 武士 新ひだか 西村牧場 492＋ 6 〃 アタマ 20．4�
612 スイートアリエス 牝2鹿 54

52 △山田 敬士前田 清二氏 青木 孝文 日高 シンボリ牧場 458＋ 21：12．72 228．1
12 ファイアダンサー 牝2青鹿54 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440＋ 2 〃 ハナ 16．7�
11 ビーマイベイビー 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 436± 01：12．8クビ 7．6�
815 ビップエレナ 牝2芦 54

53 ☆菊沢 一樹鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 468＋ 41：13．01� 143．6�
714 リルブラーヴ 牡2鹿 55

52 ▲小林 脩斗 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 新ひだか 谷岡スタット 472＋ 61：13．1クビ 328．2�
816 ハコダテブショウ 牡2鹿 55 戸崎 圭太河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 478－ 21：13．2� 30．0�
59 グレイトミッション 牝2栗 54 野中悠太郎 IHR 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 446＋ 21：13．62� 77．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，297，400円 複勝： 112，325，000円 枠連： 23，235，200円
馬連： 152，681，200円 馬単： 62，691，600円 ワイド： 123，046，600円
3連複： 216，595，600円 3連単： 237，397，600円 計： 1，006，270，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 550円 � 970円 � 420円 枠 連（2－3） 1，030円

馬 連 �� 22，050円 馬 単 �� 33，970円

ワ イ ド �� 5，570円 �� 2，150円 �� 4，970円

3 連 複 ��� 54，880円 3 連 単 ��� 387，640円

票 数

単勝票数 計 782974 的中 � 47742（5番人気）
複勝票数 計1123250 的中 � 54230（8番人気）� 28683（10番人気）� 74919（5番人気）
枠連票数 計 232352 的中 （2－3） 17374（4番人気）
馬連票数 計1526812 的中 �� 5710（42番人気）
馬単票数 計 626916 的中 �� 1384（79番人気）
ワイド票数 計1230466 的中 �� 5659（44番人気）�� 14942（22番人気）�� 6342（40番人気）
3連複票数 計2165956 的中 ��� 2960（116番人気）
3連単票数 計2373976 的中 ��� 444（748番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．4―12．0―12．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．8―45．8―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロバーティオ �
�
父 トランセンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．6．7 東京12着

2018．3．25生 牡2鹿 母 オナーリーブ 母母 カチェクリーク 5戦2勝 賞金 12，400，000円
〔騎手変更〕 ジェセニア号の騎手三浦皇成は，第7日第11競走での落馬負傷のためC．ルメールに変更。
〔発走状況〕 ハコダテブショウ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 ゴデレッチョ号・サイファーシチー号・セントポーリア号・ディオスクーロイ号・ニシノミズカゼ号・

ハタノガレナ号・パルデンス号・プリティインピンク号・リメス号



3309112月27日 晴 良 （2中山5） 第8日 第7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・右）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

612 カフェスペランツァ 牡3鹿 56 C．ルメール 西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 520＋ 81：54．1 2．4�
611� アメリカンフェイス 牡3栗 56 川田 将雅 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 George

Krikorian 480＋121：54．41	 4．0�
48 バルサミックムーン 
3鹿 56 吉田 豊高橋 文男氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 506± 01：54．5� 6．6�
713 オンリーワンボーイ 牡3青鹿56 横山 武史金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B456－ 21：54．6� 5．4�
47 マイネルイリャルギ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 512＋121：55．02� 13．1�
36 ジ ュ ネ ス 牝3青鹿 54

51 ▲小林 脩斗島川 	哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 490－ 41：55．52� 24．6


24 �� セイウンソルジャー 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 小手川 準 米 Fred W.
Hertrich III 526－ 21：55．6� 63．1�

11 アンジェリーブル 牝4栗 55 武士沢友治�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 462＋ 6 〃 クビ 36．6
12 ス ズ カ ゼ 牝6鹿 55

53 △山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 486－101：55．91� 273．7�

59 ハ イ チ ー ズ 牡5鹿 57 田中 勝春 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 512－ 4 〃 クビ 121．0�
714 ウインレゼルヴ 牡3栗 56 丹内 祐次�ウイン 奥平 雅士 様似 小田 誠一 494＋201：56．32� 105．6�
510 ハ デ ィ ア 牡3鹿 56 江田 照男�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 470＋ 41：56．51 20．4�
816� チェスターコート 牡4栗 57 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 450＋101：56．81� 73．9�
815 コスモケルビン 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �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 B524＋16 〃 クビ 522．3�
35 ボ マ ラ イ ン 
3鹿 56 勝浦 正樹野嶋 祥二氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 466＋ 21：57．22� 102．6�
23 � エムオールビー 牝4青鹿 55

52 ▲小林 凌大大浅 貢氏 尾形 和幸 安平 橋本牧場 400－ 22：01．9大差 448．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 71，306，100円 複勝： 107，567，200円 枠連： 24，281，900円
馬連： 141，186，100円 馬単： 61，287，400円 ワイド： 109，864，500円
3連複： 201，230，000円 3連単： 248，557，500円 計： 965，280，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 170円 枠 連（6－6） 420円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 210円 �� 350円 �� 410円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 3，350円

票 数

単勝票数 計 713061 的中 � 236675（1番人気）
複勝票数 計1075672 的中 � 286502（1番人気）� 196901（2番人気）� 125062（4番人気）
枠連票数 計 242819 的中 （6－6） 44510（2番人気）
馬連票数 計1411861 的中 �� 261766（1番人気）
馬単票数 計 612874 的中 �� 67020（1番人気）
ワイド票数 計1098645 的中 �� 155976（1番人気）�� 75263（2番人気）�� 61906（5番人気）
3連複票数 計2012300 的中 ��� 188759（1番人気）
3連単票数 計2485575 的中 ��� 53708（2番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―12．7―12．9―12．6―12．5―12．8―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．6―50．5―1：03．1―1：15．6―1：28．4―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
13，15－12（10，7，16）6（8，14）2，11，5，9，4（3，1）・（13，15）12（7，8）16，11（10，2，14）（6，5）（9，1）－4－3

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

勝馬の
紹 介

カフェスペランツァ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Bandini デビュー 2020．1．18 中山5着

2017．2．27生 牡3鹿 母 カフェヒミコ 母母 Yamato Damashii 6戦2勝 賞金 18，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムオールビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月27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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サンロックランド号・ネバーゴーンアウト号

3309212月27日 晴 良 （2中山5） 第8日 第8競走 ��
��2，500�グッドラックハンデキャップ

発走13時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．12．21以降2．12．20まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

816 ディアスティマ 牡3青鹿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 B492＋ 82：35．7 4．0�
510 ス マ イ ル 牡4鹿 55 浜中 俊石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B526＋ 42：36．97 12．9�
612 ペ レ 牝4黒鹿54 C．ルメール�NICKS 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 458－ 42：37．32� 6．9�
714 マイネルステレール 牡4鹿 54 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 486± 02：37．41 37．4�
36 テーオーフォルテ 牡6鹿 55 武 豊小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 522＋ 42：37．71� 20．0	
24 ディバインフォース 牡4鹿 57 横山 典弘吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 466± 02：37．91 2．8

815 コスモジェミラ 牝3芦 51 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 42：38．0� 34．3�
23 タンタフエルサ 牡5鹿 55 武藤 雅�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 02：38．21	 40．5�
11 エヴァーガーデン 牝3黒鹿52 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 4 〃 ハナ 10．5
59 ドリームスピリット 牡5鹿 55 西田雄一郎落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 508－ 22：38．3� 94．3�
35 サトノシリウス 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 クビ 29．3�
12 マ ス ラ オ 
6栗 53 菅原 明良 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 458＋ 4 〃 ハナ 68．5�
713� リードザフィールド 牡6栗 53 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 474＋ 42：39．04 179．2�
48 リ ー ヴ ル 牡4栗 53 大野 拓弥�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 498＋ 62：39．42� 76．0�
611 サ ン シ ロ ウ 牡6鹿 54 勝浦 正樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B518＋14 〃 ハナ 77．2�
47 ラ イ ル 牡4鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500－ 22：39．72 8．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，447，000円 複勝： 132，104，900円 枠連： 26，570，100円
馬連： 194，344，000円 馬単： 67，406，800円 ワイド： 154，225，500円
3連複： 277，830，100円 3連単： 285，621，200円 計： 1，218，549，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 380円 � 230円 枠 連（5－8） 2，320円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 950円 �� 600円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 21，660円

票 数

単勝票数 計 804470 的中 � 159471（2番人気）
複勝票数 計1321049 的中 � 201110（2番人気）� 76498（6番人気）� 154954（3番人気）
枠連票数 計 265701 的中 （5－8） 8864（11番人気）
馬連票数 計1943440 的中 �� 66993（8番人気）
馬単票数 計 674068 的中 �� 13799（12番人気）
ワイド票数 計1542255 的中 �� 41177（10番人気）�� 68895（5番人気）�� 26037（16番人気）
3連複票数 計2778301 的中 ��� 43197（12番人気）
3連単票数 計2856212 的中 ��� 9557（47番人気）

ハロンタイム 7．0―11．7―11．8―12．7―12．8―13．1―13．2―12．7―12．1―12．0―12．2―11．9―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．7―30．5―43．2―56．0―1：09．1―1：22．3―1：35．0―1：47．1―1：59．1―2：11．3―2：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．6―3F36．6
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

ディアスティマ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Street Sense デビュー 2019．10．5 京都1着

2017．2．10生 牡3青鹿 母 スウィートリーズン 母母 Livermore Leslie 8戦3勝 賞金 52，171，000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 ミルトプレスト号
（非抽選馬） 1頭 ホウオウエーデル号



3309312月27日 晴 良 （2中山5） 第8日 第9競走 ��
��1，800�ベストウィッシュカップ

発走14時00分 （ダート・右）
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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

816 クレッセントムーン 牡4栗 57 横山 武史 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B512＋ 61：55．2 4．2�
36 キャノンバローズ �4鹿 57 浜中 俊猪熊 広次氏 斉藤 崇史 新ひだか 上村 清志 B450－ 41：55．41 3．3�
714 グレンマクナス 牡6鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 526＋101：55．82	 34．5�
815 シークレットアイズ 牡4黒鹿57 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B512＋141：55．9クビ 4．4�
47 タイキルークス 牡3黒鹿56 菊沢 一樹�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510＋ 6 〃 アタマ 9．4�
611
 リワードノルン 牝4黒鹿55 横山 典弘宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 474± 01：56．0	 37．3	
23 サンレイファイト 牡4栗 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 474＋ 41：56．1クビ 51．1

48 オンザウェイ 牡4栗 57 嘉藤 貴行久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 544＋22 〃 クビ 98．4�
35 ルナエクリプス 牡3栗 56 石橋 脩吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 520－ 41：56．42 13．6�
510
 チェリートリトン 牡6芦 57 小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 502＋ 21：56．5クビ 42．7
24 
 コパノリッチマン 牡3栃栗56 柴田 大知小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 520＋ 41：56．6	 65．0�
59 キョウエイパラスト 牡3栗 56 戸崎 圭太田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム 510± 0 〃 クビ 6．7�
12 リンガスビンゴ 牝5黒鹿55 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 546＋221：56．7	 151．6�
612
 デ ス ト ロ イ 牡6栗 57 M．デムーロ諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B524＋121：57．44 77．5�
11 マックスアン 牡4栗 57 松山 弘平 TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 486＋161：57．5	 80．7�
713 ウインドオブホープ �7栗 57 勝浦 正樹�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 542＋ 61：59．210 183．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 85，263，100円 複勝： 121，555，800円 枠連： 38，326，600円
馬連： 198，775，600円 馬単： 71，094，500円 ワイド： 138，025，800円
3連複： 269，213，900円 3連単： 307，617，000円 計： 1，229，872，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 150円 � 510円 枠 連（3－8） 310円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，460円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 5，060円 3 連 単 ��� 22，350円

票 数

単勝票数 計 852631 的中 � 161668（2番人気）
複勝票数 計1215558 的中 � 199432（2番人気）� 267455（1番人気）� 43339（8番人気）
枠連票数 計 383266 的中 （3－8） 94489（1番人気）
馬連票数 計1987756 的中 �� 218278（1番人気）
馬単票数 計 710945 的中 �� 29690（6番人気）
ワイド票数 計1380258 的中 �� 123318（1番人気）�� 22600（16番人気）�� 22795（15番人気）
3連複票数 計2692139 的中 ��� 39848（11番人気）
3連単票数 計3076170 的中 ��� 9977（62番人気）

ハロンタイム 12．8―12．5―13．8―13．7―12．6―12．2―12．5―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．3―39．1―52．8―1：05．4―1：17．6―1：30．1―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．6
1
3

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

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

クレッセントムーン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．7．7 中京8着

2016．2．2生 牡4栗 母 スカイクレイバー 母母 ファニングザフレイム 14戦3勝 賞金 42，393，000円
〔騎手変更〕 マックスアン号の騎手北村宏司は，第5競走での負傷のため松山弘平に変更。

キョウエイパラスト号の騎手三浦皇成は，第7日第11競走での落馬負傷のため戸崎圭太に変更。
※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 インザバブル号・ザプラウドワンズ号・ショウナンマリオ号・セイウンオフロード号・フリーフロー号

3309412月27日 晴 良 （2中山5） 第8日 第10競走 ��
��1，200�2020フェアウェルステークス

発走14時35分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

35 ノンライセンス 牝4黒鹿55 横山 典弘�桑田牧場 松永 幹夫 平取 船越 伸也 462－ 81：10．8 6．2�
47 スナークスター �4鹿 57 石橋 脩杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 468＋ 61：10．9	 5．9�
815 コカボムクイーン 牝5黒鹿55 浜中 俊三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 486－ 8 〃 クビ 15．6�
23 ニシノホライゾン 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 516＋201：11．0クビ 8．2�
611 マイネルラック 牡7鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 494－ 41：11．1	 86．8	
11 スピリットワンベル 牡5鹿 57 野中悠太郎鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 532＋ 2 〃 アタマ 69．5

816 ク ラ イ シ ス 牡7鹿 57 勝浦 正樹前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 2 〃 クビ 94．5�
713� フォルツァエフ 牡5鹿 57 M．デムーロ大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 488－101：11．2クビ 13．6�
36 メイショウハナモリ 牡4黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 522＋ 8 〃 ハナ 8．6
510 ホウオウカトリーヌ 牝4鹿 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 478± 0 〃 アタマ 20．7�
24 シアーライン �7鹿 57 大野 拓弥吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B526－ 41：11．52 71．3�
612� カ ミ ノ コ 牡5青鹿57 武 豊門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 480＋ 21：11．71 4．1�
59 プリカジュール 牝4鹿 55 北村 友一�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ B514－ 41：11．91 13．6�
48 ロイヤルパールス 牡5鹿 57 柴田 大知ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B534＋ 21：12．0� 225．3�
12 アールロッソ 牝4栗 55 津村 明秀前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 496－ 2 〃 アタマ 33．3�
714 スズカコーズマンボ 牡3鹿 56 小林 凌大永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B484＋ 21：12．1	 10．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 104，096，900円 複勝： 134，149，100円 枠連： 47，768，500円
馬連： 259，340，600円 馬単： 89，978，500円 ワイド： 163，984，000円
3連複： 365，198，600円 3連単： 392，784，200円 計： 1，557，300，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 190円 � 530円 枠 連（3－4） 800円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 510円 �� 2，520円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 13，330円 3 連 単 ��� 56，170円

票 数

単勝票数 計1040969 的中 � 134049（3番人気）
複勝票数 計1341491 的中 � 179512（3番人気）� 209712（2番人気）� 52585（9番人気）
枠連票数 計 477685 的中 （3－4） 46129（1番人気）
馬連票数 計2593406 的中 �� 155845（1番人気）
馬単票数 計 899785 的中 �� 25756（5番人気）
ワイド票数 計1639840 的中 �� 90306（1番人気）�� 15975（28番人気）�� 17598（26番人気）
3連複票数 計3651986 的中 ��� 20545（42番人気）
3連単票数 計3927842 的中 ��� 5069（168番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．2―12．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．6―45．7―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノンライセンス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2019．3．9 中京4着

2016．4．7生 牝4黒鹿 母 サマーリガード 母母 リーガルジョイ 13戦4勝 賞金 59，257，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の25頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）25頭 アイオライト号・アヴォンリー号・アスクジョーダン号・アポロビビ号・イッシン号・オンザロックス号・

キタノオドリコ号・グラナリー号・ケプラー号・コウソクスピード号・ゴッドバンブルビー号・
コパノマーキュリー号・コンセッションズ号・シェパードボーイ号・ジョーフォレスト号・ツウカイウイング号・
トウカイパシオン号・ハルサカエ号・フィールザファラオ号・ペイシャネガノ号・メイショウササユリ号・
ラスティユース号・リフトトゥヘヴン号・ルガールカルム号・ロジヒューズ号



3309512月27日 晴 良 （2中山5） 第8日 第11競走 ��
��2，500�有 馬 記 念（ＧⅠ）

発走15時25分 （第65回グランプリ） （芝・右）
3歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬；負担重量は，3歳55�4
歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 300，000，000円 120，000，000円 75，000，000円 45，000，000円 15，000，00015，000，000
円
円

付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：29．5
2：28．2
2：29．5

良
良
良

59 クロノジェネシス 牝4芦 55 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474＋102：35．0 2．5�
714 サ ラ キ ア 牝5鹿 55 松山 弘平 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 クビ 74．9�
713 フィエールマン 牡5鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478± 02：35．1クビ 3．5�
47 ラッキーライラック 牝5栗 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 522± 02：35．52� 8．1�
35 ワールドプレミア 牡4黒鹿57 武 豊大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：35．6� 13．5�
510 カレンブーケドール 牝4鹿 55 池添 謙一鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 同着 7．9	
48 ペルシアンナイト 牡6黒鹿57 大野 拓弥
G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 500± 0 〃 アタマ 148．1�
23 クレッシェンドラヴ 牡6鹿 57 坂井 瑠星広尾レース
 林 徹 新ひだか 木村 秀則 500± 02：35．81� 188．1�
815 オセアグレイト 牡4鹿 57 横山 典弘 IHR 菊川 正達 新ひだか 下屋敷牧場 494－ 22：35．9クビ 183．4
24 ラヴズオンリーユー 牝4鹿 55 M．デムーロ DMMドリームクラブ
 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 クビ 15．5�
816 ユーキャンスマイル 牡5鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス
 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504＋ 62：36．43 157．0�
36 キ セ キ 牡6黒鹿57 浜中 俊石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 516＋ 82：36．5� 24．9�
11 バ ビ ッ ト 牡3栗 55 内田 博幸宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 大北牧場 458＋ 82：36．82 36．2�
612 オーソリティ 牡3鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 514＋ 22：37．01 20．3�
611 モ ズ ベ ッ ロ 牡4鹿 57 田辺 裕信 
キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 470－102：38．27 174．6�
12 ブラストワンピース 牡5鹿 57 横山 武史 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 546－ 4 （競走中止） 33．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 2，939，553，900円 複勝： 2，164，106，800円 枠連： 1，357，088，300円
馬連： 6，736，830，000円 馬単： 2，429，692，100円 ワイド： 3，578，831，200円
3連複： 10，026，723，300円 3連単： 17，193，068，800円 計： 46，425，894，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 770円 � 160円 枠 連（5－7） 380円

馬 連 �� 10，330円 馬 単 �� 11，360円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 270円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 7，370円 3 連 単 ��� 50，150円

票 数

単勝票数 計29395539 的中 � 9216890（1番人気）
複勝票数 計21641068 的中 � 5557104（1番人気）� 452977（11番人気）� 3885367（2番人気）
枠連票数 計13570883 的中 （5－7）2726746（1番人気）
馬連票数 計67368300 的中 �� 537366（26番人気）
馬単票数 計24296921 的中 �� 160360（38番人気）
ワイド票数 計35788312 的中 �� 356864（26番人気）�� 4010504（1番人気）�� 324293（31番人気）
3連複票数 計100267233 的中 ���1019876（25番人気）
3連単票数 計171930688 的中 ��� 248543（157番人気）

ハロンタイム 6．8―11．8―12．2―12．5―12．5―12．8―12．9―12．8―11．8―12．3―12．1―11．9―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．8―18．6―30．8―43．3―55．8―1：08．6―1：21．5―1：34．3―1：46．1―1：58．4―2：10．5―2：22．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クロノジェネシス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．9．2 小倉1着

2016．3．6生 牝4芦 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 13戦7勝 賞金 873，420，000円
〔競走中止〕 ブラストワンピース号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アールスター号・サンアップルトン号・ディープボンド号・トーラスジェミニ号・ブラックホール号・

ラストドラフト号

3309612月27日 晴 良 （2中山5） 第8日 第12競走 ��
��1，200�ハッピーエンドカップ

発走16時05分 （芝・右・外）
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

714 アルピニズム 牡3鹿 56 武藤 雅吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 498＋ 21：09．7 5．5�
612 ジュニパーベリー 牝3鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B474＋ 21：10．02 8．2�
36 � モエレコネクター 牡4鹿 57 戸崎 圭太中村 時子氏 大竹 正博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 516＋ 41：10．21	 27．7�
815 ダノンハイパワー 牡6黒鹿57 横山 和生�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 508± 01：10．41	 23．9�
23 ヴェルスパー 牝5鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 464± 01：10．5
 5．9	
11 マイネルアルケミー 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 480＋ 6 〃 アタマ 19．9

24 ラ キ 牝3鹿 54 武 豊 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 458＋ 8 〃 ハナ 6．7�
59 ジョニーズララバイ 牡4鹿 57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 478＋201：10．6� 14．3�
35 コスモアンジュ 牝3鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 472－ 21：10．7クビ 31．3
816 ココフィーユ 牝4鹿 55 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 448＋ 81：10．8
 77．8�
12 フェルミスフィア 牝3栗 54 川田 将雅 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 440± 01：10．9クビ 4．5�
47 リノワールド 牝5栗 55 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 422－ 61：11．11� 171．1�
510 ヤマニンベリンダ 牝6黒鹿55 小林 脩斗土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 474－ 21：11．2� 192．3�
611 グ ラ ナ タ ス 4鹿 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 482＋14 〃 クビ 113．1�
48 キ ー ダ イ ヤ 牝3鹿 54 横山 武史青山 洋一氏 藤岡 健一 浦河 谷川牧場 450＋ 4 〃 アタマ 7．4�
713 マーマレードガール 牝4黒鹿55 西田雄一郎 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 日高 滝本 健二 B470＋ 41：11．51� 69．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 212，700，600円 複勝： 257，088，300円 枠連： 89，063，400円
馬連： 440，016，300円 馬単： 147，534，000円 ワイド： 306，136，700円
3連複： 643，150，600円 3連単： 798，567，000円 計： 2，894，256，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 270円 � 710円 枠 連（6－7） 2，380円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，350円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 15，900円 3 連 単 ��� 69，900円

票 数

単勝票数 計2127006 的中 � 305661（2番人気）
複勝票数 計2570883 的中 � 380268（2番人気）� 249452（5番人気）� 78073（11番人気）
枠連票数 計 890634 的中 （6－7） 28923（11番人気）
馬連票数 計4400163 的中 �� 157414（7番人気）
馬単票数 計1475340 的中 �� 25256（14番人気）
ワイド票数 計3061367 的中 �� 97300（7番人気）�� 32824（31番人気）�� 31887（33番人気）
3連複票数 計6431506 的中 ��� 30324（59番人気）
3連単票数 計7985670 的中 ��� 8282（242番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．5―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルピニズム �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．1．19 中山3着

2017．3．4生 牡3鹿 母 パイクスピーク 母母 アルヴァーダ 9戦3勝 賞金 36，013，000円
〔発走状況〕 ジュニパーベリー号は，枠入り不良。

ヴェルスパー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ヴェルスパー号は，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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アーヒラ号・ウィンターリリー号・キタイ号・ショウナンバニラ号・フクノナルボンヌ号

２レース目 ４レース目



（2中山5）第8日 12月27日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 193頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

774，450，000円
8，210，000円
39，240，000円
6，920，000円
100，580，000円
72，000，000円
87，040，500円
5，899，500円
1，852，800円

勝馬投票券売得金
3，845，668，800円
3，466，723，700円
1，693，457，000円
8，594，417，400円
3，146，678，200円
4，967，245，800円
12，677，362，600円
20，248，706，600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 58，640，260，100円

総入場人員 3，516名 （有料入場人員 2，451名）



令和2年度 第5回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，473頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，651，330，000円
43，630，000円
269，040，000円
20，910，000円
325，250，000円
76，500，000円
647，221，000円
45，006，500円
14，140，800円

勝馬投票券売得金
9，022，723，200円
10，929，342，400円
3，664，055，800円
18，636，577，400円
7，422，543，700円
12，612，826，200円
28，774，768，800円
40，164，750，200円
710，750，600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
5 重 勝
計 131，938，338，300円

総入場延人員 22，603名 （有料入場延人員 19，290名）
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