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26073 9月27日 晴 良 （2中京2） 第7日 第1競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利
発走9時50分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：16．2良

813 ストレートパンチ 牡4鹿 60 伴 啓太諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 486＋ 23：18．3 4．7�
812� マコトガラハッド �7鹿 60 三津谷隼人�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 496－ 23：18．93	 29．1�
33 � ディレットーレ �6黒鹿60 森 一馬米井 勝氏 本田 優 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 23：20．07 16．1�
45 キャプテンペリー �7栗 60 草野 太郎千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 512＋ 43：20．63	 4．6�
710 アマネセール �4青鹿60 黒岩 悠 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 482＋ 23：21．02	 12．3	
56 テイエムグッドマン 牡6鹿 60 高田 潤竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 494－ 23：21．21	 2．9

69 � メイショウハチク �6鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 466＋ 23：21．3	 175．5�
711 タガノファジョーロ 牡4鹿 60 北沢 伸也八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466＋ 43：21．72	 43．1�
11 � アーネストホープ �6栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 4 〃 クビ 6．0
22 メイショウキタグニ 牡5黒鹿60 難波 剛健松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 480＋ 63：22．01	 63．1�
44 シゲルミズガメザ 牡3栗 58 植野 貴也森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際 智 466＋ 63：23．59 15．1�
68 スマートコマンダー 牡3青鹿58 上野 翔大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか 静内山田牧場 478－ 23：28．8大差 37．6�
57 オウケンランボー 牡4黒鹿60 蓑島 靖典福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 512＋ 43：29．33 189．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，391，400円 複勝： 31，408，400円 枠連： 7，278，700円
馬連： 36，614，100円 馬単： 18，415，800円 ワイド： 31，161，800円
3連複： 67，357，300円 3連単： 76，353，600円 計： 288，981，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 660円 � 430円 枠 連（8－8） 7，440円

馬 連 �� 7，730円 馬 単 �� 12，880円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 950円 �� 3，930円

3 連 複 ��� 26，700円 3 連 単 ��� 141，930円

票 数

単勝票数 計 203914 的中 � 34013（3番人気）
複勝票数 計 314084 的中 � 52766（3番人気）� 10654（9番人気）� 17299（6番人気）
枠連票数 計 72787 的中 （8－8） 758（23番人気）
馬連票数 計 366141 的中 �� 3668（25番人気）
馬単票数 計 184158 的中 �� 1072（45番人気）
ワイド票数 計 311618 的中 �� 3539（25番人気）�� 8784（9番人気）�� 1992（39番人気）
3連複票数 計 673573 的中 ��� 1892（75番人気）
3連単票数 計 763536 的中 ��� 390（384番人気）
上り 1マイル 1：43．0 4F 50．0－3F 37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

ストレートパンチ �
�
父 メジロダイボサツ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2018．10．8 東京8着

2016．4．24生 牡4鹿 母 スズオリヅル 母母 スズマイヒメ 障害：11戦1勝 賞金 20，640，000円

26074 9月27日 晴 稍重 （2中京2） 第7日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時25分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：54．4
1：50．9

稍重
不良

33 バ イ ス 牡2鹿 54 �島 克駿ケーエスHD 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 494－ 21：55．9 5．4�
11 テーオーアングル 牡2栗 54 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 浦河 バンブー牧場 472－ 21：56．21� 5．7�
55 ウ ル ピ カ 牡2鹿 54 古川 吉洋畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 浜本牧場 502－ 41：56．3� 51．9�
68 ベストオブラック 牡2鹿 54 水口 優也グリーンスウォード羽月 友彦 新ひだか 三石川上牧場 478＋ 8 〃 クビ 19．2�
812 バージョンアップ 牝2栗 54 酒井 学高橋 宏弥氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 476＋ 21：56．62 3．4�
44 シャスティーナ 牝2鹿 54 柴山 雄一 �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 446－ 81：58．08 11．5	
22 ガラティーン 牡2黒鹿54 吉田 隼人前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 81：58．74 10．2

79 ツーエムタイガー 牡2栗 54 �島 良太水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 パカパカ

ファーム 420＋ 21：59．02 144．7�
710 コンヴェクトル 牡2鹿 54 和田 竜二佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：59．42 4．9�
67 ラブリートキメキ 牝2黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真熊田 晋作氏 鈴木 孝志 登別 登別上水牧場 450＋122：00．35 50．6
56 モンセラーテ 牡2鹿 54 松山 弘平�高橋ファーム 池添 兼雄 別海 ハーモニース

トックファーム 452－ 62：00．83 33．1�
811 パスオーバー 牡2黒鹿54 西村 淳也宮田 直也氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 482± 02：01．11� 57．8�
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売 得 金
単勝： 34，203，400円 複勝： 50，618，800円 枠連： 7，733，000円
馬連： 53，175，400円 馬単： 24，288，200円 ワイド： 47，643，300円
3連複： 81，864，800円 3連単： 90，647，700円 計： 390，174，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 220円 � 1，050円 枠 連（1－3） 1，370円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 490円 �� 3，060円 �� 4，160円

3 連 複 ��� 17，870円 3 連 単 ��� 72，940円

票 数

単勝票数 計 342034 的中 � 53066（3番人気）
複勝票数 計 506188 的中 � 84006（2番人気）� 63674（4番人気）� 9558（10番人気）
枠連票数 計 77330 的中 （1－3） 4350（4番人気）
馬連票数 計 531754 的中 �� 32650（4番人気）
馬単票数 計 242882 的中 �� 6609（10番人気）
ワイド票数 計 476433 的中 �� 27615（4番人気）�� 3818（34番人気）�� 2794（40番人気）
3連複票数 計 818648 的中 ��� 3434（56番人気）
3連単票数 計 906477 的中 ��� 901（232番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．9―13．0―12．5―13．0―13．4―13．4―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．8―49．8―1：02．3―1：15．3―1：28．7―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．6―3F40．6
1
3
1，8，10（3，12）11，9，6（4，2）7－5・（1，8）（3，10）（12，6）（9，2）4－11，5＝7

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

勝馬の
紹 介

バ イ ス �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2020．8．22 小倉8着

2018．3．10生 牡2鹿 母 コウエイテンプウ 母母 リ ベ ラ ノ 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パスオーバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月27日まで平地競

走に出走できない。

第２回 中京競馬 第７日



26075 9月27日 晴 良 （2中京2） 第7日 第3競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走10時55分 （芝・左）
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
1：21．5
1：20．3

良
良

33 ロングトレーン 牝2鹿 54 川田 将雅�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422± 01：22．3 1．9�

57 リ ス カ ム 牡2青鹿54 藤岡 佑介寺田 寿男氏 昆 貢 新ひだか 畠山牧場 476＋121：22．4� 4．8�
45 スペシャリティ 牝2青鹿54 川須 栄彦中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 412± 01：22．93 152．6�
22 エリカシャンス 牝2青鹿54 北村 友一三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458－ 21：23．0� 6．2�
58 エイシンキンボシ 牡2鹿 54 藤井勘一郎�栄進堂 石坂 公一 浦河 栄進牧場 430＋ 21：23．1� 72．6�
814 ジョイフルラブ 牝2鹿 54

51 ▲泉谷 楓真堀口 晴男氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 444± 0 〃 ハナ 146．7	
11 タガノリヴェラーノ 牡2黒鹿54 菱田 裕二八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 436± 0 〃 クビ 97．1

46 バ シ レ ウ ス 牡2鹿 54 小崎 綾也 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 日高 新井 昭二 472－ 81：23．31	 293．6�
813 ショウナンアイビー 牡2鹿 54 和田 竜二国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 496＋ 41：23．4� 13．7�
711 ショウナンアシュア 牡2青鹿54 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 浦河 小島牧場 478＋ 81：24．03� 9．2
610 エーティーツヨシ 牡2鹿 54 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 米田牧場 484＋ 2 〃 クビ 82．5�
712 テイエムテンホー 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 中本牧場 452－ 21：24．1クビ 298．9�
34 カフジヴィオレッタ 牝2鹿 54 松山 弘平加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：24．31� 14．7�
69 レジュールウール 牝2鹿 54 松若 風馬 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 81：24．4クビ 161．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，839，700円 複勝： 61，914，500円 枠連： 9，297，000円
馬連： 64，532，400円 馬単： 36，239，800円 ワイド： 57，893，300円
3連複： 102，121，500円 3連単： 145，740，100円 計： 528，578，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 170円 � 1，210円 枠 連（3－5） 420円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 310円 �� 3，100円 �� 4，880円

3 連 複 ��� 10，500円 3 連 単 ��� 23，890円

票 数

単勝票数 計 508397 的中 � 219161（1番人気）
複勝票数 計 619145 的中 � 201374（1番人気）� 87411（3番人気）� 7573（10番人気）
枠連票数 計 92970 的中 （3－5） 17071（1番人気）
馬連票数 計 645324 的中 �� 94332（2番人気）
馬単票数 計 362398 的中 �� 31224（2番人気）
ワイド票数 計 578933 的中 �� 56996（2番人気）�� 4397（22番人気）�� 2766（36番人気）
3連複票数 計1021215 的中 ��� 7294（29番人気）
3連単票数 計1457401 的中 ��� 4421（70番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．3―12．0―11．9―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―34．1―46．1―58．0―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロングトレーン �
�
父 トランセンド �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．5 小倉2着

2018．4．3生 牝2鹿 母 デビュタント 母母 モアザンベスト 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 エイシンキンボシ号の騎手藤井勘一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

26076 9月27日 晴 良 （2中京2） 第7日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11時25分 （芝・左）

牝；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
1：21．5
1：20．3

良
良

23 クープドクール 牝2栗 54 難波 剛健 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 450 ―1：22．6 19．5�

510 スマートパサート 牝2鹿 54 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 桑田牧場 478 ― 〃 ハナ 8．8�
816 ソルフィネット 牝2鹿 54 吉田 隼人水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 424 ― 〃 ハナ 88．0�
36 ルージュグラース 牝2鹿 54 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432 ―1：22．7� 2．8�
24 アルバリーニョ 牝2鹿 54 菱田 裕二中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 434 ―1：22．91 15．1�
47 ネロリビガラード 牝2栗 54 国分 優作西森 功氏 吉田 直弘 新ひだか 今 牧場 426 ―1：23．22 94．2	
715 アースフレア 牝2鹿 54 松山 弘平 
フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 494 ―1：23．3クビ 19．2�
611 サンテティエンヌ 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成吉田 勝己氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 398 ― 〃 ハナ 47．8�
612 シュンガイト 牝2黒鹿54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角田 晃一 新ひだか 折手牧場 436 ―1：23．51� 27．0
817 ミスカイウラニ 牝2鹿 54 和田 竜二諸江 幸祐氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 460 ―1：23．71� 43．3�
35 シホノコプント 牝2青鹿54 藤岡 佑介村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 432 ―1：23．8� 9．2�
12 エンエルヴィエント 牝2黒鹿54 川田 将雅街風 �雄氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 450 ― 〃 クビ 7．9�
11 グランキティ 牝2鹿 54 浜中 俊間宮 秀直氏 新谷 功一 新ひだか 今 牧場 414 ―1：23．9クビ 150．5�
59 メルティング 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁安原 浩司氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 414 ―1：24．11� 142．9�
48 ヒルノエルニド 牝2黒鹿 54

52 △亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 浦河 辻 牧場 434 ―1：24．42 394．4�
818 アンカシャムローグ 牝2鹿 54 �島 克駿 �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 450 ― 〃 ハナ 59．9�
714 シゲルアシスタント 牝2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 谷川牧場 416 ―1：24．71	 326．0�
713 テーオーエルサ 牝2鹿 54 福永 祐一小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか タイヘイ牧場 486 ―1：25．12� 5．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，544，500円 複勝： 55，354，600円 枠連： 14，593，000円
馬連： 56，308，500円 馬単： 25，084，400円 ワイド： 55，168，400円
3連複： 88，631，200円 3連単： 85，753，200円 計： 425，437，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 600円 � 310円 � 1，880円 枠 連（2－5） 3，410円

馬 連 �� 9，590円 馬 単 �� 19，510円

ワ イ ド �� 2，780円 �� 15，930円 �� 11，700円

3 連 複 ��� 258，650円 3 連 単 ��� 1，110，190円

票 数

単勝票数 計 445445 的中 � 19336（8番人気）
複勝票数 計 553546 的中 � 23952（7番人気）� 54054（4番人気）� 6931（14番人気）
枠連票数 計 145930 的中 （2－5） 3315（15番人気）
馬連票数 計 563085 的中 �� 4548（32番人気）
馬単票数 計 250844 的中 �� 964（63番人気）
ワイド票数 計 551684 的中 �� 5191（31番人気）�� 887（95番人気）�� 1210（85番人気）
3連複票数 計 886312 的中 ��� 257（372番人気）
3連単票数 計 857532 的中 ��� 56（1868番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．0―45．5―57．3―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．1
3 ・（2，3）（5，12，9）18（10，14）15（4，11，16）7，8－（6，13）－1－17 4 ・（2，3）（5，12，9）（10，18）14（4，11，15）（7，16）－（6，8）－13－1，17

勝馬の
紹 介

クープドクール �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 Hesabull 初出走

2018．4．9生 牝2栗 母 ブリーボーンズ 母母 Anniversary Wish 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノキララ号・ジョウショーハニー号



26077 9月27日 晴 良 （2中京2） 第7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
2：01．2
1：58．9

良
良

44 ノースブリッジ 牡2鹿 54 武 豊井山 登氏 奥村 武 新冠 村田牧場 468 ―2：02．6 9．4�
78 ハートオブアシティ 牡2青鹿54 松山 弘平吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 430 ―2：02．81� 20．9�
810 ショウナンアレス 牡2鹿 54 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 514 ―2：02．9� 3．7�
55 ルペルカーリア 牡2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 アタマ 1．8�
89 ショウナンガルーダ 牡2黒鹿54 吉田 隼人国本 哲秀氏 高橋 義忠 日高 天羽牧場 430 ―2：03．21� 29．0�
33 マルモルーラー 牡2黒鹿54 幸 英明まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 512 ―2：04．37 34．6	
22 ハンサムハーリー 牡2黒鹿54 和田 竜二藤井聡一郎氏 平田 修 新ひだか チャンピオンズファーム 476 ―2：04．61� 29．7

11 コマノルヴァン 牝2栗 54 西村 淳也長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 456 ―2：04．92 58．7�
66 レッドアスラン 牡2鹿 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 洞	湖 レイクヴィラファーム 498 ―2：06．510 10．4
77 ク リ ノ ス 牝2栗 54 加藤 祥太阿部榮乃進氏 石坂 公一 厚真 阿部 栄乃進 438 ―2：06．81� 269．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 63，257，200円 複勝： 65，107，500円 枠連： 7，713，100円
馬連： 56，961，000円 馬単： 39，335，000円 ワイド： 52，966，800円
3連複： 85，606，200円 3連単： 165，795，100円 計： 536，741，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 250円 � 440円 � 160円 枠 連（4－7） 4，510円

馬 連 �� 4，850円 馬 単 �� 9，490円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 440円 �� 960円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 50，040円

票 数

単勝票数 計 632572 的中 � 56280（3番人気）
複勝票数 計 651075 的中 � 63702（3番人気）� 31229（5番人気）� 131331（2番人気）
枠連票数 計 77131 的中 （4－7） 1325（15番人気）
馬連票数 計 569610 的中 �� 9101（15番人気）
馬単票数 計 393350 的中 �� 3108（26番人気）
ワイド票数 計 529668 的中 �� 9576（17番人気）�� 33030（4番人気）�� 13708（11番人気）
3連複票数 計 856062 的中 ��� 10408（19番人気）
3連単票数 計1657951 的中 ��� 2402（133番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―13．1―12．8―12．5―12．0―11．6―11．6―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．0―38．1―50．9―1：03．4―1：15．4―1：27．0―1：38．6―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノースブリッジ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アドマイヤムーン 初出走

2018．1．24生 牡2鹿 母 アメージングムーン 母母 ビッグテンビー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 クリノス号は，枠入り不良。
※ノースブリッジ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

26078 9月27日 晴 稍重 （2中京2） 第7日 第6競走 ��1，900�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳54�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
1：55．9
1：53．7

重
不良

55 キ ス ラ ー 牡4青鹿57 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 478＋ 22：00．1 8．4�
67 ラ デ ツ キ ー 牡4栗 57 小牧 太中辻 明氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 490－ 42：00．41� 4．4�
11 レッドエランドール 牡3鹿 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム B508＋ 22：00．5� 3．8�
79 セ ロ シ ア 牡4黒鹿57 藤岡 康太�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ B476－ 22：00．7� 7．3�
22 ナムラゴロフキン 牡3鹿 54 和田 竜二奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 486－ 2 〃 クビ 24．0�
811 ア カ ボ シ 牡3黒鹿54 柴山 雄一ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 534＋ 42：00．8� 39．1	
710 テイストオブハニー 牝3鹿 52 川田 将雅�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 542± 02：00．9� 8．5

33 ワイドレッジャドロ 牡3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 492＋ 22：01．32� 4．3�
812 スマートウィザード 牡3栗 54 坂井 瑠星大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 462＋ 42：01．61� 22．8�
44 イッツオーライト 牡3栗 54 菱田 裕二田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 460－ 82：01．91� 55．9
68 アストゥーリアス 牡3栗 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 454± 02：02．32� 35．1�
56 アスカリアン 牝5黒鹿55 幸 英明上野 武氏 谷 潔 新ひだか 藤原牧場 494－ 62：04．1大差 149．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，695，000円 複勝： 67，280，700円 枠連： 9，847，100円
馬連： 68，681，500円 馬単： 29，393，600円 ワイド： 65，341，800円
3連複： 106，470，700円 3連単： 122，001，300円 計： 513，711，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 240円 � 160円 � 150円 枠 連（5－6） 1，650円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 670円 �� 520円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 14，280円

票 数

単勝票数 計 446950 的中 � 42386（5番人気）
複勝票数 計 672807 的中 � 60782（6番人気）� 119155（2番人気）� 125581（1番人気）
枠連票数 計 98471 的中 （5－6） 4598（9番人気）
馬連票数 計 686815 的中 �� 30963（7番人気）
馬単票数 計 293936 的中 �� 5548（19番人気）
ワイド票数 計 653418 的中 �� 23997（10番人気）�� 31464（5番人気）�� 47513（2番人気）
3連複票数 計1064707 的中 ��� 40708（2番人気）
3連単票数 計1220013 的中 ��� 6193（37番人気）

ハロンタイム 7．3―11．2―11．8―13．3―12．8―12．2―12．4―12．8―12．8―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．5―30．3―43．6―56．4―1：08．6―1：21．0―1：33．8―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．1
1
3
1，7（3，2）10，11（5，12）4，9－8－6・（1，7）2－3（10，9）11（5，12）4－（8，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ス ラ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2019．2．3 東京1着

2016．5．14生 牡4青鹿 母 シャンパンドーロ 母母 Champagne Glow 7戦2勝 賞金 19，300，000円



26079 9月27日 晴 稍重 （2中京2） 第7日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

33 メイショウベッピン 牝3鹿 53 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 484＋ 81：12．0 2．1�
68 タガノブディーノ 牝5栗 55 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494＋ 4 〃 クビ 10．6�
22 � クリノカサット 牝5栗 55 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 470＋ 21：12．21� 20．2�
11 ミラクルチューン 牝4黒鹿55 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 新ひだか 武 牧場 486＋ 81：12．41� 13．1�
813 タマモクレマチス 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 462－ 61：12．6	 36．9�
812 トレッファー 牝3栗 53

50 ▲泉谷 楓真 	フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 428＋ 6 〃 ハナ 3．4

711 レッドリボン 牝6鹿 55 小崎 綾也甘糟 麗子氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 470＋ 21：12．81 9．3�
44 ロンリーハート 牝5青鹿55 松山 弘平薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 488± 01：13．33 14．8�
69 アトレヴィード 牝5鹿 55

53 △亀田 温心吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 クビ 201．0
57 メイショウヤワラギ 牝4鹿 55

54 ☆岩田 望来松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 462＋101：13．4クビ 25．7�
710 ダンツシルビア 牝3黒鹿53 菱田 裕二山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 452± 01：13．5	 61．1�
45 � サダムオリジン 牝4芦 55 藤懸 貴志大西美生子氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 448＋ 81：13．6� 356．2�
56 フ ラ ン シ ス 牝4栗 55 中井 裕二田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 486－ 6 〃 クビ 60．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，333，600円 複勝： 60，024，700円 枠連： 10，714，500円
馬連： 73，417，600円 馬単： 37，265，000円 ワイド： 67，284，600円
3連複： 113，528，800円 3連単： 144，248，000円 計： 549，816，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 210円 � 320円 枠 連（3－6） 920円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 390円 �� 550円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 4，840円 3 連 単 ��� 15，000円

票 数

単勝票数 計 433336 的中 � 159739（1番人気）
複勝票数 計 600247 的中 � 160039（1番人気）� 64697（4番人気）� 36956（6番人気）
枠連票数 計 107145 的中 （3－6） 8932（3番人気）
馬連票数 計 734176 的中 �� 59915（3番人気）
馬単票数 計 372650 的中 �� 20167（4番人気）
ワイド票数 計 672846 的中 �� 47669（3番人気）�� 31645（5番人気）�� 8099（21番人気）
3連複票数 計1135288 的中 ��� 17559（16番人気）
3連単票数 計1442480 的中 ��� 6969（46番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．7―12．0―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．6―46．6―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウベッピン �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．12．7 阪神6着

2017．3．21生 牝3鹿 母 メイショウオリビア 母母 ズ リ 10戦2勝 賞金 21，270，000円
〔3走成績による出走制限〕 ダンツシルビア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年11月27日まで平地競走に出走で

きない。
※出走取消馬 アイメイドイット号（疾病〔右後肢跛行〕のため）

26080 9月27日 晴 良 （2中京2） 第7日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時50分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳54�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
1：58．3
1：56．1

良
良

610 ディアスティマ 牡3青鹿54 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 B490＋122：00．6 2．8�
11 ダノンセレスタ 牡3青鹿54 武 豊�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－ 82：00．91� 3．4�
34 ペプチドヒミコ 牝3栗 52

49 ▲泉谷 楓真沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 458＋ 2 〃 クビ 64．1�
813 ルビーカサブランカ 牝3栗 52 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452－ 42：01．0クビ 5．5�
22 ウインサンフラワー 牡3鹿 54 藤岡 佑介�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 2 〃 クビ 30．5	
712 メイショウカクウン 牡5青鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 454± 02：01．31� 92．6

69 ケイアイコブラ 牡3鹿 54 松若 風馬亀田 和弘氏 平田 修 新ひだか 松田牧場 456＋ 42：01．4クビ 16．9�
814 エ ヒ ト 牡3鹿 54 M．デムーロ平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 440－162：01．72 7．6�
45 ヴィースバーデン 牝3鹿 52 松山 弘平 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 434＋242：01．91 15．1
711 ハギノアグレッシブ 	5栗 57 
島 良太日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B482－ 42：02．11� 138．3�
33 � ス テ ィ ー ン 牡4鹿 57 藤井勘一郎ゴドルフィン 池江 泰寿 愛 Zalim Bifov 492＋ 62：02．31� 94．8�
57 ブラックハーデス 牡4青 57 藤岡 康太 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 456＋ 42：03．57 40．0�

46 ホウオウジョーカー 牡3青鹿54 岩田 康誠小笹 芳央氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 516－ 32：03．71 87．2�
58 � アイロンワークス 牡3鹿 54 幸 英明ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-

ley Stud 464－ 82：03．8� 17．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 55，354，900円 複勝： 83，338，000円 枠連： 18，303，100円
馬連： 98，534，700円 馬単： 40，840，900円 ワイド： 88，543，800円
3連複： 147，225，100円 3連単： 170，073，900円 計： 702，214，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 140円 � 800円 枠 連（1－6） 470円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 270円 �� 2，930円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 9，840円 3 連 単 ��� 31，790円

票 数

単勝票数 計 553549 的中 � 155874（1番人気）
複勝票数 計 833380 的中 � 168210（2番人気）� 189714（1番人気）� 16912（10番人気）
枠連票数 計 183031 的中 （1－6） 29633（2番人気）
馬連票数 計 985347 的中 �� 137825（1番人気）
馬単票数 計 408409 的中 �� 30151（1番人気）
ワイド票数 計 885438 的中 �� 102367（1番人気）�� 6949（28番人気）�� 8538（25番人気）
3連複票数 計1472251 的中 ��� 11217（32番人気）
3連単票数 計1700739 的中 ��� 3878（97番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．0―12．1―12．0―12．1―12．5―12．2―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―35．5―47．6―59．6―1：11．7―1：24．2―1：36．4―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

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 6戦2勝 賞金 30，767，000円



26081 9月27日 晴 良 （2中京2） 第7日 第9競走 ��
��1，200�

ち り ゅ う

知 立 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

56 アーズローヴァー 牝4鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム B462± 01：09．3 9．2�
45 ラ ミ エ ル 牝4鹿 55 松山 弘平桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 460－ 4 〃 アタマ 5．8�
57 � ヴォイスオブジョイ 牝4鹿 55 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan

Connors 462± 01：09．61	 22．4�
33 エレヴァート 牝3黒鹿53 武 豊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 440± 01：09．7クビ 2．9�
813 ケ ワ ロ ス 牝5鹿 55 岩田 康誠 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 450＋141：09．8
 28．8	
69 マッスルマサムネ �5鹿 57 川又 賢治塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 484± 01：09．9	 98．1

11 サ ヴ ァ イ ヴ 牡3青 55 川田 将雅中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 4 〃 クビ 3．8�
44 ジョニーズララバイ 牡4鹿 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 458－ 8 〃 アタマ 18．4�
710 レジーナファースト 牝5鹿 55 福永 祐一ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 464± 01：10．11
 8．9
22 メイショウシャチ 牡7鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 484＋ 61：10．2クビ 145．1�
711 ルールダーマ 牡5栗 57 酒井 学儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 482± 01：10．62
 213．0�
68 アルバリズム 牝4栗 55 岩田 望来松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 522－ 8 〃 クビ 21．3�
812 インザムービー 牝3鹿 53 亀田 温心安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 480－ 21：10．7クビ 16．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 68，884，900円 複勝： 99，073，000円 枠連： 20，030，900円
馬連： 139，794，600円 馬単： 58，659，000円 ワイド： 106，348，700円
3連複： 198，361，900円 3連単： 233，030，000円 計： 924，183，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 280円 � 210円 � 490円 枠 連（4－5） 1，340円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，730円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 14，050円 3 連 単 ��� 72，010円

票 数

単勝票数 計 688849 的中 � 59554（5番人気）
複勝票数 計 990730 的中 � 90787（5番人気）� 139762（3番人気）� 46418（8番人気）
枠連票数 計 200309 的中 （4－5） 11562（5番人気）
馬連票数 計1397946 的中 �� 43196（10番人気）
馬単票数 計 586590 的中 �� 8413（20番人気）
ワイド票数 計1063487 的中 �� 36051（9番人気）�� 9741（32番人気）�� 13744（25番人気）
3連複票数 計1983619 的中 ��� 10585（50番人気）
3連単票数 計2330300 的中 ��� 2346（250番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．5―11．6―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―34．8―46．4―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．5
3 2，5（6，13）12（3，7）（1，10）（9，8，11）4 4 2（5，13）（6，12）（3，7）（1，10）（8，11）（4，9）

勝馬の
紹 介

アーズローヴァー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Sevres Rose デビュー 2018．9．23 阪神4着

2016．5．7生 牝4鹿 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane 15戦3勝 賞金 38，151，000円

26082 9月27日 晴 稍重 （2中京2） 第7日 第10競走 ��
��1，400�

おけはざま

桶狭間ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．9．21以降2．9．21まで1回以上出走馬，除3歳未
出走馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

11 エイシンポジション 牝4鹿 53 武 豊�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 440＋ 61：23．0 2．7�
23 � ブルーメンクローネ 牝5鹿 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 494－101：23．63� 5．7�
714 プレシャスルージュ 	8黒鹿53 西村 淳也 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B466－ 61：23．81
 18．5�
47 タガノヴェローナ 牝6芦 52 城戸 義政八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496＋ 2 〃 クビ 29．8�
815 フィールドセンス 牡6鹿 56 松山 弘平前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 540± 01：23．9クビ 6．6	
713 アスターソード 牡5鹿 54 国分 恭介加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 460－ 61：24．0� 47．8

816 シェパードボーイ 牡4黒鹿54 和田 竜二吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 448－ 21：24．42� 11．5�
48 メイショウヴォルガ 牡6鹿 53 泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 496－ 41：24．5� 74．4�
35 ヴ ォ ー ガ 牡6栗 55 小牧 太一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 B446－141：24．82 55．5
510 マイネルラック 牡7鹿 53 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 480＋ 41：24．9クビ 50．6�
611 サンタナブルー 牡8黒鹿53 川須 栄彦 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 484＋12 〃 クビ 100．0�
612 グロワールシチー 牡6鹿 56 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 488＋ 61：25．11� 8．1�
36 � リトルモンスター 牝4鹿 52 団野 大成吉田 千津氏 武井 亮 米

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

486＋161：25．31
 7．6�
59 メイショウミズカゼ 牡6栗 53 酒井 学松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 484－ 21：25．72 94．3�
12 オーシャンズルーラ 牝4鹿 52 北村 友一一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 480＋301：25．91� 29．1�
24 テイエムノサッタ 牝4黒鹿51 田中 健竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 478－141：26．22 98．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，867，900円 複勝： 105，189，100円 枠連： 31，644，300円
馬連： 183，150，300円 馬単： 69，868，300円 ワイド： 140，542，300円
3連複： 293，748，200円 3連単： 324，370，800円 計： 1，220，381，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 210円 � 310円 枠 連（1－2） 860円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 460円 �� 830円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 5，110円 3 連 単 ��� 15，100円

票 数

単勝票数 計 718679 的中 � 207502（1番人気）
複勝票数 計1051891 的中 � 262581（1番人気）� 119174（2番人気）� 69181（7番人気）
枠連票数 計 316443 的中 （1－2） 28270（2番人気）
馬連票数 計1831503 的中 �� 165981（1番人気）
馬単票数 計 698683 的中 �� 38505（1番人気）
ワイド票数 計1405423 的中 �� 83486（2番人気）�� 43052（7番人気）�� 18894（21番人気）
3連複票数 計2937482 的中 ��� 43037（12番人気）
3連単票数 計3243708 的中 ��� 15565（26番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．9―12．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―46．3―58．5―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンポジション �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2018．10．28 東京6着

2016．3．4生 牝4鹿 母 エイシンパンサー 母母 ナナコフレスコ 10戦4勝 賞金 51，400，000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18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アスクジョーダン号・アーバンイェーガー号・イッツリット号・ウォータースペース号・グランソヴァール号・

グローリーグローリ号・ゴールドラグーン号・サトノギャロス号・サンキュー号・サンライズナイト号・
スズカモナミ号・スナークスター号・ターゲリート号・テーオーターゲット号・ハッピーゴラッキー号・
フォルツァエフ号・メイショウラビエ号・メリーメーキング号

２レース目



26083 9月27日 晴 良 （2中京2） 第7日 第11競走 ��
��2，200�第68回神 戸 新 聞 杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （菊花賞トライアル） （芝・左）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

神戸新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 1，260，000円 360，000円 180，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

12 コントレイル 牡3青鹿56 福永 祐一前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460± 02：12．5 1．1�

818 ヴェルトライゼンデ 牡3黒鹿56 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：12．82 20．3�
35 ロバートソンキー 牡3鹿 56 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 474－ 8 〃 クビ 112．7�
611 ディープボンド 牡3青鹿56 和田 竜二前田 晋二氏 大久保龍志 新冠 村田牧場 490＋ 62：13．01 23．5�
713� ターキッシュパレス 牡3青鹿56 富田 暁ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 468－ 82：13．1� 191．0�
47 エンデュミオン 牡3黒鹿56 秋山真一郎�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 442＋ 22：13．31	 51．0	
24 レクセランス 牡3鹿 56 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 484＋ 42：13．4クビ 102．8

59 アイアンバローズ 牡3鹿 56 北村 友一猪熊 広次氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 494＋162：13．5
 132．6�
36 マンオブスピリット 牡3鹿 56 M．デムーロホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 アタマ 55．1�
714 ディープキング 牡3鹿 56 岩田 望来廣崎利洋HD 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472－ 22：13．6
 98．1�
23 ビターエンダー 牡3鹿 56 吉田 隼人 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新ひだか 桜井牧場 474＋102：13．7� 39．4�
510 パンサラッサ 牡3鹿 56 坂井 瑠星広尾レース 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 474＋162：13．91 67．9�
816� シ ン ボ 牡3鹿 56 古川 吉洋�龍光 斉藤 正弘 新冠 長浜 忠 458－ 22：14．11 123．3�

（北海道）

48 イ ロ ゴ ト シ 牡3鹿 56 小崎 綾也内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 464＋ 5 〃 クビ 268．7�
612 メイショウボサツ 牡3青鹿56 藤岡 康太松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 田中スタッド 476＋ 62：14．2� 80．8�
715 ファルコニア 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 446＋ 22：14．3クビ 52．9�
11 グランデマーレ 牡3芦 56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 02：16．9大差 19．9�
817 マイラプソディ 牡3青鹿56 武 豊キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510＋102：18．38 26．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 345，774，100円 複勝： 1，192，743，500円 枠連： 152，747，600円
馬連： 676，465，200円 馬単： 572，192，400円 ワイド： 751，713，900円
3連複： 1，359，913，300円 3連単： 3，343，587，500円 計： 8，395，137，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 240円 � 870円 枠 連（1－8） 350円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，680円 �� 16，520円

3 連 複 ��� 19，020円 3 連 単 ��� 37，180円

票 数

単勝票数 計3457741 的中 � 2511548（1番人気）
複勝票数 計11927435 的中 � 9582238（1番人気）� 311912（3番人気）� 65932（14番人気）
枠連票数 計1527476 的中 （1－8） 333913（1番人気）
馬連票数 計6764652 的中 �� 856796（2番人気）
馬単票数 計5721924 的中 �� 686498（2番人気）
ワイド票数 計7517139 的中 �� 633418（2番人気）�� 108430（14番人気）�� 10624（94番人気）
3連複票数 計13599133 的中 ��� 53605（63番人気）
3連単票数 計33435875 的中 ��� 65193（118番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．5―12．4―12．5―12．3―12．1―12．0―12．2―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．5―35．0―47．4―59．9―1：12．2―1：24．3―1：36．3―1：48．5―2：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．2
1
3
10（1，11）14（3，7）16（2，13）（8，15）（5，9）（4，18）12，17－6
10，1（3，11）（7，14，15）（8，2，13）（16，17）（5，9）（4，18）（12，6）

2
4

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

勝馬の
紹 介

コントレイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．9．15 阪神1着

2017．4．1生 牡3青鹿 母 ロードクロサイト 母母 Folklore 6戦6勝 賞金 527，858，000円
〔制裁〕 ターキッシュパレス号の騎手富田暁は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・9番）

アイアンバローズ号の騎手北村友一は，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：6番・
12番）

〔その他〕 マイラプソディ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マイラプソディ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年10月27日まで出走できない。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりコントレイル号・ヴェルトライゼンデ号・ロバートソンキー号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

26084 9月27日 晴 稍重 （2中京2） 第7日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）（1000万円以下）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

59 ホウオウスクラム 牡5栗 57 松山 弘平小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 510± 01：24．4 18．2�
713 コマノバルーガ 牡4鹿 57 加藤 祥太長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 476＋ 41：24．72 3．2�
48 ヤ ウ ガ ウ 牡3鹿 55 福永 祐一 �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B466－ 4 〃 アタマ 3．5�
510 ヴァルディノート 牡5黒鹿57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 480－ 81：24．8� 31．7�
24 カ ム カ ム 牡6鹿 57 岡田 祥嗣共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 474± 0 〃 ハナ 22．7	
47 スズカゴーディー 牡6黒鹿57 浜中 俊永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B500＋ 61：25．11� 6．4

611� コンボルブルス 牡4黒鹿 57

54 ▲泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 440＋101：25．63 64．9�
12 � クールリフレイン 牡5鹿 57 川又 賢治下河辺美智子氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 534＋ 41：25．81 28．2�
36 クインズマラクータ 牡6栗 57 藤懸 貴志亀田 和弘氏 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 510－10 〃 クビ 108．1
35 シアワセデス 牝7鹿 55

54 ☆富田 暁窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社
吉田ファーム 488± 01：25．9クビ 47．5�

714� モズダッシュスター 牡4栗 57
56 ☆岩田 望来 �キャピタル・システム 南井 克巳 新冠 佐藤牧場 500－ 4 〃 クビ 7．4�

816 ニシノラディアント 牡7鹿 57
55 △亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 492－ 21：26．11� 121．8�
612� トーホウシーマ 牡6栗 57 菱田 裕二東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 504－ 61：26．31� 91．7�
23 プ リ ュ ス 牝5鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 446＋ 61：26．4� 8．8�
11 サムシングフレア 牝7鹿 55

54 ☆団野 大成阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 494＋10 〃 アタマ 93．8�
815 ランバージャック 牡6栗 57 幸 英明前田 幸治氏 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 21：26．71� 47．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 97，928，900円 複勝： 130，642，300円 枠連： 49，783，400円
馬連： 216，858，800円 馬単： 81，774，700円 ワイド： 177，976，500円
3連複： 366，297，000円 3連単： 411，195，700円 計： 1，532，457，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 400円 � 140円 � 160円 枠 連（5－7） 1，630円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 9，020円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，110円 �� 330円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 42，240円

票 数

単勝票数 計 979289 的中 � 42938（6番人気）
複勝票数 計1306423 的中 � 61177（7番人気）� 284736（1番人気）� 220181（2番人気）
枠連票数 計 497834 的中 （5－7） 23557（7番人気）
馬連票数 計2168588 的中 �� 44918（12番人気）
馬単票数 計 817747 的中 �� 6799（30番人気）
ワイド票数 計1779765 的中 �� 39818（11番人気）�� 38317（13番人気）�� 157780（1番人気）
3連複票数 計3662970 的中 ��� 69202（8番人気）
3連単票数 計4111957 的中 ��� 7057（114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―34．5―46．6―59．4―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウスクラム �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．9．10 中山6着

2015．4．22生 牡5栗 母 クラックコード 母母 マジックコード 28戦3勝 賞金 44，795，000円
〔制裁〕 ヤウガウ号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※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 ヴィーナスフローラ号・コンクエストシチー号・ダウンタウンプリマ号・ドゥリトル号・メイショウベンガル号

４レース目



（2中京2）第7日 9月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 169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

292，050，000円
29，340，000円
2，730，000円
34，870，000円
72，368，500円
5，720，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
941，075，500円
2，002，695，100円
339，685，700円
1，724，494，100円
1，033，357，100円
1，642，585，200円
3，011，126，000円
5，312，796，900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 16，007，815，600円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回中京競馬第7日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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