
25049 9月21日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2中山4） 第5日 第1競走 ��2，880�障害3歳以上未勝利

発走10時05分 （芝・ダート）

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3：10．2良・良

11 ロ ス カ ボ ス �7黒鹿60 伴 啓太吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 500＋103：16．0 5．2�
33 � キタノテイオウ 牡5黒鹿60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 460－ 23：16．1� 2．3�
66 デ ィ ー ド 牡4鹿 60 西谷 誠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム B512－ 23：16．52	 3．2�
77 ブルーガーディアン 牡8黒鹿60 大庭 和弥 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 512＋123：17．88 10．2�
55 フラットレー �5青鹿60 金子 光希 �キャロットファーム 伊坂 重信 安平 ノーザンファーム 492－ 23：20．5大差 5．8	
22 グリニッチヴィレジ 牝7黒鹿58 五十嵐雄祐 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 464＋283：20．6クビ 21．8

44 ストロングヘヴン �4青 60 鈴木 慶太天堀 忠博氏 松永 康利 日高 門別 敏朗 544＋ 23：20．92 71．4�

（7頭）

売 得 金
単勝： 19，092，500円 複勝： 19，737，200円 枠連： 発売なし
馬連： 31，012，600円 馬単： 19，806，500円 ワイド： 18，037，900円
3連複： 39，751，000円 3連単： 95，463，100円 計： 242，900，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 250円 �� 250円 �� 170円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 4，140円

票 数

単勝票数 計 190925 的中 � 29232（3番人気）
複勝票数 計 197372 的中 � 33629（3番人気）� 50175（2番人気）
馬連票数 計 310126 的中 �� 35421（2番人気）
馬単票数 計 198065 的中 �� 8426（8番人気）
ワイド票数 計 180379 的中 �� 16990（3番人気）�� 17269（2番人気）�� 31768（1番人気）
3連複票数 計 397510 的中 ��� 55801（1番人気）
3連単票数 計 954631 的中 ��� 18424（11番人気）
上り 1マイル 1：48．7 4F 52．1－3F 39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→	」
1
�
2＝3－（6，7）1＝5，4
3－2（6，1）－7＝5＝4

�
�
2－3－（1，6）7＝5，4
3，1，6＝7－2＝5－4

勝馬の
紹 介

ロ ス カ ボ ス �

父 キングカメハメハ �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．5 中京1着

2013．2．16生 �7黒鹿 母 マンハッタンセレブ 母母 サトルチェンジ 障害：11戦1勝 賞金 13，460，000円
〔その他〕 フラットレー号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フラットレー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年11月21日まで出走できない。

25050 9月21日 曇 良 （2中山4） 第5日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時40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

46 マイコレット 牝2芦 54 柴田 善臣伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 41：13．3 3．9�
814 ア イ ス マ ン 牡2芦 54 丸山 元気岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 444＋ 4 〃 アタマ 13．8�
47 ノーブルオリンピア 牡2鹿 54 吉田 豊吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 ディアレスト

クラブ 472＋ 61：13．4クビ 3．1�
611 ベストインクラス 牡2鹿 54 宮崎 北斗グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 484－ 21：14．46 38．2�
23 インプルーヴ 牝2栗 54

52 △菅原 明良石瀬 浩三氏 佐藤 吉勝 新冠 石田牧場 440－ 41：14．5� 19．1�
712 コスモザクロ 牡2芦 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 和田 勇介 新ひだか 野坂牧場 426＋ 2 〃 クビ 19．8�
610 サンシェリダン 牝2青鹿54 大野 拓弥 	加藤ステーブル 中舘 英二 日高 株式会社

ケイズ B474＋ 61：14．7� 27．5

59 レゾンデートル 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 上井農場 420－ 2 〃 アタマ 13．8�
11 ネオエックス 牡2鹿 54 菅原 隆一西田 俊二氏 小野 次郎 新ひだか 小河 豊水 444－ 6 〃 クビ 183．8
58 トップシンデレラ 牝2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 450＋ 61：15．76 7．8�
713 ナムラマカルー 牡2栗 54 丸田 恭介奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 日高 いとう牧場 476＋ 21：15．8� 127．5�
34 イチゴミルク 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 元道牧場 440＋ 61：16．11� 102．5�
22 トーセンカトリーヌ 牝2青 54

51 ▲原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 410＋ 81：16．41� 206．8�

35 ロデオスターメイト 牝2青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 41：17．14 45．6�
815 ヨウコウザクラ 牝2芦 54 三浦 皇成吉田 安惠氏 尾形 和幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 61：18．710 7．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，176，400円 複勝： 54，890，400円 枠連： 16，282，500円
馬連： 70，230，500円 馬単： 30，430，000円 ワイド： 62，205，000円
3連複： 115，803，400円 3連単： 117，830，700円 計： 505，848，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 260円 � 130円 枠 連（4－8） 420円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 750円 �� 280円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 13，400円

票 数

単勝票数 計 381764 的中 � 80893（2番人気）
複勝票数 計 548904 的中 � 97932（2番人気）� 39163（6番人気）� 134826（1番人気）
枠連票数 計 162825 的中 （4－8） 30317（1番人気）
馬連票数 計 702305 的中 �� 25837（8番人気）
馬単票数 計 304300 的中 �� 7114（8番人気）
ワイド票数 計 622050 的中 �� 20416（6番人気）�� 67329（1番人気）�� 19767（7番人気）
3連複票数 計1158034 的中 ��� 44791（3番人気）
3連単票数 計1178307 的中 ��� 7033（16番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―12．6―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．3―46．9―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F39．0
3 ・（8，10）（7，12）5（14，15）（3，4，9，6）－（1，11）13，2 4 ・（8，10）（7，12）14（5，6）（3，4，15）9（1，11）－13，2

勝馬の
紹 介

マイコレット �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2020．7．25 新潟6着

2018．3．10生 牝2芦 母 プリティーキャロル 母母 グラスティアラ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨウコウザクラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月21日まで平地競

走に出走できない。
※トーセンカトリーヌ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第４回 中山競馬 第５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



25051 9月21日 曇 良 （2中山4） 第5日 第3競走 ��1，600�2歳未勝利
発走11時10分 （芝・右・外）

牝；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

612 グローリアスカペラ 牝2栗 54 M．デムーロ日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 500± 01：35．6 4．7�

35 ジ ネ ス ト ラ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 438＋ 81：35．81� 4．8�
36 ウエスタンエポナ 牝2鹿 54 戸崎 圭太西川 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 426－101：36．97 6．8�
48 ハイレリーフ 牝2青鹿54 柴田 善臣岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B436＋ 21：37．32� 45．6�
11 スターリーアイズ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 稲垣 幸雄 登別 登別上水牧場 454＋ 21：37．61� 2．6�
12 ショウナンアドール 牝2鹿 54 野中悠太郎国本 哲秀氏 加藤士津八 新冠 ムラカミファーム 446＋ 21：37．7� 16．0	
510 ワイケイダリヤ 牝2栗 54 内田 博幸鹿妻 明弘氏 小手川 準 新冠 川島牧場 466－ 4 〃 アタマ 330．9

59 オオシマサフィール 牝2栗 54 丸山 元気�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 436＋ 81：37．9� 18．7�
714 モンサンテゾーロ 牝2青鹿54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 442＋ 4 〃 クビ 121．3�
611 スノークリスマス 牝2芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 428－ 21：38．22 58．5
815 ジェイケイマクフィ 牝2鹿 54 北村 宏司小谷野次郎氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 464－ 61：38．41� 49．5�
23 ラストシャトル 牝2鹿 54

51 ▲秋山 稔樹江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 418－ 6 〃 ハナ 484．7�
713 ヒットザシーン 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 2 〃 ハナ 128．8�
24 レッジョエミリア 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子小原準一郎氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 448＋ 41：39．14 20．0�
47 エコロペガサス 牝2栗 54 丸田 恭介原村 正紀氏 根本 康広 日高 坂 牧場 414－ 41：39．2� 357．8�
816 ア プ リ 牝2栗 54 津村 明秀�サンコウ牧場 田中 清隆 新ひだか サンコウ牧場 492－ 41：40．47 466．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，726，600円 複勝： 67，531，300円 枠連： 15，042，000円
馬連： 79，539，100円 馬単： 34，863，900円 ワイド： 67，544，700円
3連複： 118，805，100円 3連単： 133，527，200円 計： 566，579，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 150円 � 190円 枠 連（3－6） 580円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 420円 �� 620円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 12，170円

票 数

単勝票数 計 497266 的中 � 86777（2番人気）
複勝票数 計 675313 的中 � 109499（3番人気）� 132391（2番人気）� 84245（4番人気）
枠連票数 計 150420 的中 （3－6） 20594（2番人気）
馬連票数 計 795391 的中 �� 57288（3番人気）
馬単票数 計 348639 的中 �� 10886（6番人気）
ワイド票数 計 675447 的中 �� 43321（3番人気）�� 27682（6番人気）�� 37830（5番人気）
3連複票数 計1188051 的中 ��� 37037（6番人気）
3連単票数 計1335272 的中 ��� 8776（25番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―12．0―11．8―11．7―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．2―47．2―59．0―1：10．7―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．6

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

勝馬の
紹 介

グローリアスカペラ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．7．19 福島7着

2018．5．5生 牝2栗 母 ジュエリスト 母母 アクティビスト 4戦1勝 賞金 7，170，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アプリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月21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 シクラメンテソーロ号

25052 9月21日 曇 良 （2中山4） 第5日 第4競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走11時40分 （芝・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
1：58．9
1：58．9

良
良

57 ゾディアックサイン 牡2青鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 472－ 22：04．5 3．1�
33 アポロミラクル 牡2黒鹿54 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 490－ 62：04．82 8．3�
11 バ ジ オ ウ 牡2鹿 54 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 452－ 42：04．9� 1．7�
22 ラ カ ン 牡2黒鹿54 丸山 元気本田 恒雄氏 武市 康男 むかわ 上水牧場 464＋ 62：05．32� 15．6�
56 ベリリウンヌ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 大北牧場 438＋ 22：05．4クビ 111．8�
68 アインゲーブング 牝2鹿 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 22：05．61� 39．1

813 ヤマタケヴォランテ 牝2栗 54 江田 照男山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか チャンピオンズファーム 416－ 42：05．7� 71．1�
44 ウインマイソウル 牡2栗 54 武藤 雅	ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 412－ 42：06．01	 72．2�
69 ブルーホープ 牡2栗 54

51 ▲原 優介 �コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 446－ 2 〃 クビ 226．4
812 ゲットアップ 
2黒鹿54 木幡 巧也 	ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B478－ 62：06．42� 160．8�
710 スパラキシス 牝2黒鹿54 丸田 恭介ディアレストクラブ	 宗像 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 464＋102：06．61 49．6�
711 ナイトアルニラム 牡2鹿 54

52 △菅原 明良菅原 広隆氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 474± 02：06．92 194．3�
45 アオイナギサ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 432± 02：07．0� 230．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 57，398，200円 複勝： 89，366，200円 枠連： 11，888，000円
馬連： 61，832，900円 馬単： 45，115，000円 ワイド： 53，549，900円
3連複： 95，311，600円 3連単： 185，355，200円 計： 599，817，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（3－5） 1，610円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 280円 �� 140円 �� 170円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 4，430円

票 数

単勝票数 計 573982 的中 � 148615（2番人気）
複勝票数 計 893662 的中 � 122950（2番人気）� 73686（3番人気）� 538379（1番人気）
枠連票数 計 118880 的中 （3－5） 5876（4番人気）
馬連票数 計 618329 的中 �� 31333（4番人気）
馬単票数 計 451150 的中 �� 14616（6番人気）
ワイド票数 計 535499 的中 �� 37479（4番人気）�� 123339（1番人気）�� 82829（2番人気）
3連複票数 計 953116 的中 ��� 191822（1番人気）
3連単票数 計1853552 的中 ��� 33445（10番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．3―13．0―13．3―12．4―12．1―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―38．0―51．0―1：04．3―1：16．7―1：28．8―1：40．6―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゾディアックサイン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．19 函館2着

2018．2．11生 牡2青鹿 母 レネットグルーヴ 母母 イントゥザグルーヴ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
※ナイトアルニラム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



25053 9月21日 曇 良 （2中山4） 第5日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時30分 （芝・右・外）

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
1：33．4
1：32．3

良
良

12 ブルメンダール 牡2青 54 川田 将雅 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 458 ―1：37．9 2．1�
612 ジ ュ リ オ 牡2黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502 ― 〃 ハナ 3．7�
36 カバーガール 牝2黒鹿54 石橋 脩石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 472 ―1：38．11� 24．9�
35 ヒストリアノワール 牡2黒鹿54 横山 武史 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 426 ―1：38．31� 19．7�
24 ダノンドリーマー 牡2鹿 54 北村 友一�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 488 ―1：38．72� 6．5	
713 ミスティレイン 牝2鹿 54 津村 明秀ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430 ― 〃 クビ 20．0

714 スターライトピンク 牝2鹿 54 横山 典弘 �吉澤ホールディングス 藤原 辰雄 浦河 辻 牧場 470 ―1：39．01� 42．6�
47 コスモノート 牡2鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516 ―1：39．21� 154．0�
611 キタノオーシャン 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高木 登 浦河 谷川牧場 452 ―1：39．3� 212．9
11 クリーンスレイト 牡2栗 54 M．デムーロゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466 ―1：39．72� 24．1�
816 フェーバーラッシュ 牡2芦 54 木幡 巧也岡田 牧雄氏 小島 茂之 むかわ 貞広 賢治 486 ―1：40．33� 315．7�
815 キタノドンポートロ 牝2黒鹿54 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 新冠 北星村田牧場 480 ―1：40．62 251．4�
48 ソニックムーヴ 牡2黒鹿54 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮田 敬介 新ひだか 桜井牧場 504 ―1：40．7クビ 19．6�
59 ラ ン ス ル ー 牡2栗 54 三浦 皇成前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516 ―1：41．44 63．9�
23 コスモライティング 牡2青鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 石郷岡 五月 460 ―1：41．5� 181．6�
510 マサカウマザンマイ 牡2鹿 54

52 △菅原 明良鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 468 ―1：41．6� 307．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 63，100，900円 複勝： 52，879，700円 枠連： 14，523，800円
馬連： 69，326，000円 馬単： 39，062，300円 ワイド： 58，901，300円
3連複： 105，287，000円 3連単： 137，863，200円 計： 540，944，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 140円 � 300円 枠 連（1－6） 390円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 200円 �� 810円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 7，050円

票 数

単勝票数 計 631009 的中 � 247363（1番人気）
複勝票数 計 528797 的中 � 158032（1番人気）� 101025（2番人気）� 28195（6番人気）
枠連票数 計 145238 的中 （1－6） 29516（1番人気）
馬連票数 計 693260 的中 �� 142708（1番人気）
馬単票数 計 390623 的中 �� 45766（1番人気）
ワイド票数 計 589013 的中 �� 97906（1番人気）�� 16820（8番人気）�� 12688（14番人気）
3連複票数 計1052870 的中 ��� 31427（8番人気）
3連単票数 計1378632 的中 ��� 15624（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．3―37．9―50．4―1：02．6―1：14．1―1：26．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

ブルメンダール �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アドマイヤベガ 初出走

2018．4．8生 牡2青 母 ブルーメンブラット 母母 マイワイルドフラワー 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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アイルビーザワン号・セイウンスノー号・ノーブルアリーナ号・ハッピーミラクル号・ベルウッドアリイ号・

モンギンゴー号・ララパピヨンドメル号

25054 9月21日 曇 良 （2中山4） 第5日 第6競走 ��2，400�3歳以上1勝クラス
発走13時00分 （ダート・右）（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
2：28．8
2：28．6

重
不良

44 リュードマン 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中川 公成 青森 風ノ丘ファーム B474－ 22：37．5 3．4�

55 サンロックランド 牡3鹿 54 横山 和生 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 504± 02：37．92� 8．1�
79 セイウンクルーズ 牡3栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド B524± 02：38．0クビ 4．7�
11 ハーツシンフォニー 牡3青鹿54 武藤 雅 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 下河辺牧場 B478＋ 42：38．1� 29．0�
22 グッドリドゥンス 牡3栗 54 柴田 善臣林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 474－ 6 〃 クビ 10．0�
810 ヤマノマタカ 牡3鹿 54 石川裕紀人澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B462± 0 〃 ハナ 5．0	
811 ユ メ ノ サ キ �5栗 57 大野 拓弥山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B536＋142：38．41� 11．5

78 ボヘミアラプソディ 牡4鹿 57

55 △菅原 明良平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482＋ 22：39．35 22．2�
67 	 ヴィーヴルサヴィ �5鹿 57 丹内 祐次ライオンレースホース� 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B504＋202：40．57 56．7�
66 トモジャタイクーン 牡5鹿 57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 506＋ 22：41．03 13．3
33 ベリンダアン 牝3青鹿 52

50 ◇藤田菜七子 TURFレーシング 大竹 正博 むかわ 平岡牧場 428－ 42：43．5大差 13．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 38，516，000円 複勝： 57，233，700円 枠連： 10，783，500円
馬連： 68，892，200円 馬単： 31，537，700円 ワイド： 59，148，000円
3連複： 105，439，300円 3連単： 128，303，300円 計： 499，853，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 220円 � 160円 枠 連（4－5） 1，160円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 550円 �� 380円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 9，590円

票 数

単勝票数 計 385160 的中 � 88779（1番人気）
複勝票数 計 572337 的中 � 113997（1番人気）� 56207（5番人気）� 96462（2番人気）
枠連票数 計 107835 的中 （4－5） 7391（4番人気）
馬連票数 計 688922 的中 �� 37012（4番人気）
馬単票数 計 315377 的中 �� 10123（5番人気）
ワイド票数 計 591480 的中 �� 27773（5番人気）�� 43964（1番人気）�� 22959（6番人気）
3連複票数 計1054393 的中 ��� 44501（2番人気）
3連単票数 計1283033 的中 ��� 10701（9番人気）

ハロンタイム 13．3―12．0―13．6―13．7―13．2―13．7―13．7―12．6―12．3―12．6―13．0―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．3―38．9―52．6―1：05．8―1：19．5―1：33．2―1：45．8―1：58．1―2：10．7―2：23．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リュードマン �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．11．23 東京3着

2017．5．31生 牡3黒鹿 母 オープンシャッセ 母母 ニシノエルハーブ 10戦2勝 賞金 17，500，000円



25055 9月21日 曇 良 （2中山4） 第5日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�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
1：44．9
1：43．9

良
良

22 マッチレスノヴェル 牝3栗 52 川田 将雅吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：48．9 2．5�
23 ヴィンクーロ 牝3黒鹿52 北村 宏司 DMMドリームクラブ� 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 420－ 81：49．32� 6．2�
35 ハローキャンディ 牝3鹿 52

49 ▲小林 脩斗中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 428－161：49．51� 66．9�
611 スパークオブライフ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 418＋ 8 〃 クビ 13．9�
610 ウインアルカンナ 牝3黒鹿 52

49 ▲秋山 稔樹�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 446－ 8 〃 ハナ 11．2�
713 マリノソフィア 牝3黒鹿52 武藤 雅矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 456＋ 2 〃 ハナ 14．3	
47 アドマイヤチャチャ 牝3青 52 柴田 善臣近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B444－ 41：49．6� 40．9

712 ネオヴィットーリア 牝6黒鹿55 吉田 豊ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム 470＋ 61：49．81 95．1�
58 バトーブラン 牝3芦 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 4 〃 アタマ 51．6�
46 	 オールステリーナ 牝5黒鹿55 津村 明秀宮田 守氏 松山 将樹 日高 前野牧場 480－ 41：49．9クビ 19．1
59 フラッフィーベア 牝4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 442－ 21：50．11� 19．6�
34 カインドリー 牝3黒鹿 52

50 ◇藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 442－ 21：50．2� 4．6�

11 パンダノポケット 牝3黒鹿 52
50 △菅原 明良石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田牧場 422± 01：50．51� 24．7�

815 アピールバイオ 牝6鹿 55 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 B462± 01：51．14 30．4�
814	 ジャスタクイーン 牝4鹿 55

52 ▲原 優介谷口 祐人氏 小桧山 悟 日高 荒井ファーム 466＋ 21：52．9大差 413．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 51，075，700円 複勝： 74，790，200円 枠連： 16，582，800円
馬連： 91，280，200円 馬単： 41，481，300円 ワイド： 79，107，200円
3連複： 147，838，700円 3連単： 162，223，200円 計： 664，379，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 230円 � 1，120円 枠 連（2－2） 760円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，410円 �� 7，240円

3 連 複 ��� 19，820円 3 連 単 ��� 58，240円

票 数

単勝票数 計 510757 的中 � 161905（1番人気）
複勝票数 計 747902 的中 � 181276（1番人気）� 81053（3番人気）� 12098（13番人気）
枠連票数 計 165828 的中 （2－2） 17267（3番人気）
馬連票数 計 912802 的中 �� 81930（2番人気）
馬単票数 計 414813 的中 �� 25338（2番人気）
ワイド票数 計 791072 的中 �� 55893（2番人気）�� 8259（29番人気）�� 2696（64番人気）
3連複票数 計1478387 的中 ��� 5967（58番人気）
3連単票数 計1622232 的中 ��� 2228（156番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―35．8―48．2―1：00．2―1：12．4―1：24．6―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マッチレスノヴェル �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．12．15 中山2着

2017．4．13生 牝3栗 母 パーフェクトマッチ 母母 マッチザピース 4戦2勝 賞金 17，500，000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。
（非当選馬） 1頭 パルスレート号

25056 9月21日 曇 良 （2中山4） 第5日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）（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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 テリオスベル 牝3黒鹿 52
49 ▲小林 凌大鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 B432＋ 21：54．2 58．2�

34 インナーアリュール 牡3鹿 54
51 ▲原 優介平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 474＋ 41：54．62� 5．5�

45 キングスバレイ 牡4栗 57 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 516＋ 21：55．23� 5．4�
69 レアリザトゥール 牡3黒鹿54 内田 博幸 �京都ホースレーシング 小手川 準 新ひだか チャンピオンズファーム 466± 01：55．3クビ 5．1�
46 ポートロイヤル �4黒鹿57 大野 拓弥 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 クビ 21．4	
22 コ ス モ オ リ 牡3栗 54 柴田 大知 �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 B450＋ 21：55．61� 6．9

57 ペルソナデザイン 牡4鹿 57 横山 武史�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム B476± 01：56．45 4．5�
33 フォリオール �4栗 57 木幡 巧也程田 真司氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 B518＋ 21：56．72 195．2�
711 フィデリオグリーン 牡4鹿 57 野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 492－ 21：57．23 11．6
610 トクシーズファー 牝3青鹿 52

50 ◇藤田菜七子 AIレーシング 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 432± 01：57．94 50．7�
813 シンクロゲイザー 牡3黒鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 436－ 41：58．75 17．4�
58 ジョイナイト 牡4鹿 57 田辺 裕信西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 516＋ 61：59．44 22．3�
814� ヴ ェ ル 牝4鹿 55 柴山 雄一�桑田牧場 上原 博之 浦河 桑田牧場 428－ 61：59．93 51．4�
712 オイシイナア 牝4鹿 55

52 ▲秋山 稔樹小田切有一氏 本間 忍 新冠 中地 康弘 474－ 42：04．1大差 28．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，513，800円 複勝： 54，550，800円 枠連： 12，915，400円
馬連： 82，662，800円 馬単： 32，070，400円 ワイド： 60，192，400円
3連複： 124，377，300円 3連単： 127，856，500円 計： 534，139，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，820円 複 勝 � 1，250円 � 210円 � 180円 枠 連（1－3） 18，820円

馬 連 �� 15，090円 馬 単 �� 45，400円

ワ イ ド �� 4，320円 �� 4，790円 �� 550円

3 連 複 ��� 21，540円 3 連 単 ��� 221，390円

票 数

単勝票数 計 395138 的中 � 5427（13番人気）
複勝票数 計 545508 的中 � 8281（12番人気）� 74974（3番人気）� 95864（1番人気）
枠連票数 計 129154 的中 （1－3） 549（29番人気）
馬連票数 計 826628 的中 �� 4380（36番人気）
馬単票数 計 320704 的中 �� 565（99番人気）
ワイド票数 計 601924 的中 �� 3542（44番人気）�� 3189（48番人気）�� 31450（2番人気）
3連複票数 計1243773 的中 ��� 4618（69番人気）
3連単票数 計1278565 的中 ��� 462（590番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．2―12．7―12．5―12．5―12．8―13．3―14．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．8―48．5―1：01．0―1：13．5―1：26．3―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．7
1
3
・（1，12）－9（5，14）－3（6，11）（2，7，13）8，10，4
1，5，9－（3，11）14－（6，13）7（12，2）8（10，4）

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

テリオスベル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．20 福島10着

2017．4．18生 牝3黒鹿 母 アーリースプリング 母母 スプリングチケット 12戦2勝 賞金 12，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョイナイト号・ヴェル号・オイシイナア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

10月21日まで平地競走に出走できない。



25057 9月21日 晴 良 （2中山4） 第5日 第9競走 ��
��1，200�

う ら や す

浦 安 特 別
発走14時35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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 アヴォンリー 牝4栗 55 C．ルメール 田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 488＋ 41：10．9 3．3�
11 ガ ン ケ ン 牡4黒鹿57 川田 将雅岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B528＋ 81：11．0� 5．5�
714 ニシノホライゾン 牡3鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 508＋18 〃 クビ 9．1�
510 パラーティウム 牝4黒鹿55 丸山 元気 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 488－ 61：11．21	 15．8�
612 グ ラ ス レ オ 牡5黒鹿57 丹内 祐次半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 502－ 61：11．51� 67．1�
12 
 マリノエクスプレス 牝5黒鹿55 武藤 雅矢野 雅子氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 452± 0 〃 アタマ 161．4	
35 グッドヒューマー 牡6栗 57 宮崎 北斗ディアレストクラブ
 高橋 裕 新冠 武田牧場 500＋ 81：11．6� 35．3�
36 オメガエリタージュ 牡3青鹿55 M．デムーロ原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 クビ 17．3�
47 ク ー リ ュ 牝6鹿 55 横山 和生ライオンレースホース
 石毛 善彦 日高 Shall Farm 470± 01：11．91� 63．3
816 パルディエス 3鹿 55 横山 武史吉田 照哉氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 450－121：12．11� 19．3�
713 クリノレオノール 牝6鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 474－ 81：12．41� 420．3�
611 ウ メ タ ロ ウ 牡5黒鹿57 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B502＋121：12．5� 50．0�
59 マローネメタリコ 牝5栗 55 北村 宏司柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか ウエスタンファーム 516＋ 21：12．92� 36．4�
24 ジョイウイン 牡3栗 55 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 496± 01：13．11 57．9�
23 ア ド レ 牝4鹿 55 山田 敬士 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 466＋101：14．05 164．6�
48 アストロブレイク 牡3栗 55 三浦 皇成 
吉澤ホールディングス 相沢 郁 日高 川端 正博 490－ 21：14．74 2．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，140，000円 複勝： 99，054，800円 枠連： 23，568，600円
馬連： 155，419，000円 馬単： 59，481，400円 ワイド： 107，579，600円
3連複： 221，864，100円 3連単： 277，361，500円 計： 1，017，469，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 190円 � 240円 枠 連（1－8） 770円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 470円 �� 690円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 14，330円

票 数

単勝票数 計 731400 的中 � 172860（2番人気）
複勝票数 計 990548 的中 � 204131（2番人気）� 131819（3番人気）� 93036（4番人気）
枠連票数 計 235686 的中 （1－8） 24336（2番人気）
馬連票数 計1554190 的中 �� 96515（4番人気）
馬単票数 計 594814 的中 �� 21234（5番人気）
ワイド票数 計1075796 的中 �� 62882（3番人気）�� 40474（5番人気）�� 37739（6番人気）
3連複票数 計2218641 的中 ��� 58652（6番人気）
3連単票数 計2773615 的中 ��� 15479（22番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．5―11．8―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．0―45．8―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アヴォンリー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2019．1．19 中山1着

2016．3．4生 牝4栗 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ 13戦3勝 賞金 38，801，000円
※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 シゲルスピネル号・ダノンハイパワー号・ナリノメジャー号・ブラックアウト号

25058 9月21日 晴 良 （2中山4） 第5日 第10競走 ��
��2，000�2000メモリアル テイエムオペラオーカップ

発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

22 ヴァンランディ 牡4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 456± 02：02．4 2．4�
33 モ ク レ レ �6黒鹿57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502－ 42：02．5	 11．3�
66 ガ ロ シ ェ 牝4黒鹿55 M．デムーロ �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 462＋ 6 〃 クビ 5．6�
55 ポ リ ア ン サ 牝4栗 55 杉原 誠人佐藤 壽男氏 木村 哲也 洞
湖 レイクヴィラファーム 480± 02：02．6クビ 78．9�
79 プライドランド 牡4芦 57 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 460－ 22：02．81	 3．5	
67 エバーミランダ 牝5鹿 55 横山 典弘宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 442＋102：03．22	 9．4

11 モ イ 牝4黒鹿55 武藤 雅 Him Rock Racing

ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 382－102：03．3クビ 90．3�
810 マイネルステレール 牡4鹿 57 丹内 祐次 �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 484＋ 22：03．62 28．3�
811 メ イ オ ー ル 牝4鹿 55 津村 明秀千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 466－ 22：03．7	 40．4
44 コンドゥクシオン 牡3栗 54 横山 武史吉田 勝己氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 520＋122：04．01� 10．3�
78 ヴァンベールシチー �6栗 57 木幡 巧也 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 424＋12 〃 クビ 181．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 66，904，400円 複勝： 71，561，700円 枠連： 22，578，900円
馬連： 135，503，500円 馬単： 59，495，400円 ワイド： 84，289，000円
3連複： 183，145，100円 3連単： 271，022，600円 計： 894，500，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 220円 � 140円 枠 連（2－3） 1，300円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 440円 �� 250円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 7，070円

票 数

単勝票数 計 669044 的中 � 218203（1番人気）
複勝票数 計 715617 的中 � 211546（1番人気）� 58278（5番人気）� 128774（2番人気）
枠連票数 計 225789 的中 （2－3） 13880（4番人気）
馬連票数 計1355035 的中 �� 79242（5番人気）
馬単票数 計 594954 的中 �� 22669（7番人気）
ワイド票数 計 842890 的中 �� 48370（5番人気）�� 101365（2番人気）�� 29503（10番人気）
3連複票数 計1831451 的中 ��� 92580（4番人気）
3連単票数 計2710226 的中 ��� 30645（17番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．2―12．1―12．4―12．3―11．6―11．8―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．3―48．4―1：00．8―1：13．1―1：24．7―1：36．5―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァンランディ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．11．4 東京4着

2016．4．30生 牡4鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 11戦3勝 賞金 53，332，000円

１レース目 ３レース目



25059 9月21日 晴 良 （2中山4） 第5日 第11競走 ��
��2，200�第74回朝日杯セントライト記念（ＧⅡ）

発走15時45分 （菊花賞トライアル） （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

朝日新聞社賞（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 896，000円 256，000円 128，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

56 バ ビ ッ ト 牡3栗 56 内田 博幸宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 大北牧場 462＋ 82：15．0 5．9�
79 サトノフラッグ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486－ 22：15．31� 3．7�
67 ガロアクリーク 牡3鹿 56 川田 将雅水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 502＋ 42：15．4� 4．4�
22 ラインハイト 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472＋102：15．61� 21．4�
710 ヴ ァ ル コ ス 牡3鹿 56 三浦 皇成佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 アタマ 7．8	
811 ココロノトウダイ 牡3鹿 56 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 518± 02：16．77 19．8

44 フィリオアレグロ 牡3鹿 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 82：16．8クビ 5．6�
812 サ ペ ラ ヴ ィ 牡3鹿 56 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 480＋18 〃 クビ 143．3�
68 リ ス ペ ク ト 牡3鹿 56 C．ルメール 石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 466＋ 82：17．01� 16．5
33 マイネルソラス 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 荻伏三好フ
アーム 462－ 42：17．1クビ 84．8�

11 ピースディオン 牡3鹿 56 田辺 裕信久米田正平氏 大竹 正博 新冠 秋田牧場 500－ 22：17．63 81．0�
55 ダノンファスト 牡3黒鹿56 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 464＋ 62：18．45 10．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 323，284，200円 複勝： 389，500，200円 枠連： 110，359，000円 馬連： 822，203，600円 馬単： 324，182，600円
ワイド： 557，032，200円 3連複： 1，429，215，900円 3連単： 2，051，891，000円 5重勝： 712，632，700円 計： 6，720，301，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 140円 � 160円 枠 連（5－7） 580円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 550円 �� 540円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 12，600円

5 重 勝
対象競走：中山9R／中京10R／中山10R／中京11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 568，400円

票 数

単勝票数 計3232842 的中 � 431048（4番人気）
複勝票数 計3895002 的中 � 474845（4番人気）� 784445（1番人気）� 637433（2番人気）
枠連票数 計1103590 的中 （5－7） 150752（2番人気）
馬連票数 計8222036 的中 �� 450044（5番人気）
馬単票数 計3241826 的中 �� 83838（12番人気）
ワイド票数 計5570322 的中 �� 257146（6番人気）�� 263426（5番人気）�� 457030（1番人気）
3連複票数 計14292159 的中 ��� 570587（2番人気）
3連単票数 計20518910 的中 ��� 130188（16番人気）
5重勝票数 計7126327 的中 ����� 1003

ハロンタイム 12．2―12．2―12．8―12．9―12．5―12．0―11．8―11．6―11．9―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―24．4―37．2―50．1―1：02．6―1：14．6―1：26．4―1：38．0―1：49．9―2：02．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F37．0
1
3
6，11（7，8，12）2（5，9）－（4，10）－1，3
6，11（7，8）12（2，9）－10，5（3，4）－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ ビ ッ ト �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．11．24 京都2着

2017．5．1生 牡3栗 母 アートリョウコ 母母 グランスオークス 6戦4勝 賞金 113，680，000円
〔発走状況〕 ピースディオン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ピースディオン号は，発走調教再審査。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりバビット号・サトノフラッグ号・ガロアクリーク号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

25060 9月21日 晴 良 （2中山4） 第5日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�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
1：08．7
1：08．7

重
重

710 ジョーフォレスト 牡3栗 55 川田 将雅上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 500± 01：11．4 1．8�
22 グラウシュトラール 牡4芦 57 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 日高 碧雲牧場 474－ 6 〃 アタマ 8．2�
33 エターナルダイヤ 牡3栗 55 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 486＋221：11．93 8．8�
811 グランドストローク 牡3黒鹿55 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 450＋ 81：12．32� 26．2�
55 ダンシングサンダー 牡3栗 55 三浦 皇成永井 秀貴氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 470± 01：12．51� 16．1	
67 サンキーウエスト 牝3青鹿53 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 442－ 2 〃 アタマ 17．5

44 � アテンコール 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 460－ 2 〃 アタマ 103．5�
68 エ ル メ ー ム 牝3鹿 53 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 476± 01：12．92� 8．1�
11 � ト ッ プ ギ ア 牡5鹿 57

54 ▲原 優介 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 446－ 4 〃 ハナ 98．0
812 カモントゥミー 牡3鹿 55

53 △菅原 明良薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 北洋牧場 488－ 41：13．0クビ 17．0�
56 ネバーランド 牡3鹿 55 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 424－ 61：13．1� 9．1�
79 レムリアンシード 牡3芦 55 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 446－ 21：13．2クビ 149．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 98，976，400円 複勝： 134，567，800円 枠連： 33，460，300円
馬連： 180，737，100円 馬単： 104，277，100円 ワイド： 151，316，300円
3連複： 294，019，900円 3連単： 507，510，900円 計： 1，504，865，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 220円 枠 連（2－7） 870円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 470円 �� 410円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 7，920円

票 数

単勝票数 計 989764 的中 � 430087（1番人気）
複勝票数 計1345678 的中 � 492470（1番人気）� 103026（5番人気）� 117278（3番人気）
枠連票数 計 334603 的中 （2－7） 30756（4番人気）
馬連票数 計1807371 的中 �� 154637（4番人気）
馬単票数 計1042771 的中 �� 71546（2番人気）
ワイド票数 計1513163 的中 �� 88163（5番人気）�� 103049（2番人気）�� 23264（18番人気）
3連複票数 計2940199 的中 ��� 75961（10番人気）
3連単票数 計5075109 的中 ��� 51246（10番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．1―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―46．4―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーフォレスト �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2019．12．28 阪神5着

2017．3．24生 牡3栗 母 ジョーゲルダ 母母 ジョーセレブレイト 6戦2勝 賞金 18，600，000円

５レース目



（2中山4）第5日 9月21日 （祝日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 158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

275，670，000円
5，620，000円
27，730，000円
2，200，000円
32，630，000円
67，295，500円
4，962，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
918，905，100円
1，165，664，000円
287，984，800円
1，848，639，500円
821，803，600円
1，358，903，500円
2，980，858，400円
4，196，208，400円
712，632，700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
5 重 勝
計 14，291，600，000円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第4回中山競馬第5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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