
26001 9月12日 晴 稍重 （2中京2） 第1日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時50分 （芝・左）

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
1：21．5
1：20．3

良
良

710 グランデフィオーレ 牝2芦 54 松山 弘平 �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 462＋141：21．8 9．6�

45 セ リ シ ア 牝2芦 54 岩田 康誠西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 470－ 61：22．01� 7．1�
57 シゲルセンム 牝2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 浦河 �川 啓一 452－ 41：22．32 5．9�
69 フライングバレル 牝2鹿 54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 448－161：22．4クビ 7．5�
68 ベルヴォーグ 牝2鹿 54

53 ☆岩田 望来 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 498＋121：22．61� 2．3	
56 ペガサスウイング 牝2青鹿54 北村 友一中野 義一氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 448± 01：22．7� 11．9

22 ア シ ナ ダ カ 牝2黒鹿54 藤井勘一郎�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 468－ 21：22．91� 14．2�
711 トーアアネラ 牝2鹿 54 小崎 綾也高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 456－ 21：23．0� 37．9�
812 シゲルジョウム 牝2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 日高 天羽牧場 444－10 〃 クビ 86．5
813 エムティースマイル 牝2栗 54

53 ☆富田 暁丸山 輝城氏 木原 一良 新冠 守矢牧場 432－ 81：23．21� 73．8�
44 ジョイフルラブ 牝2鹿 54 川又 賢治堀口 晴男氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 444＋ 21：24．79 186．0�
33 エイシンリベルタス 牝2鹿 54 松若 風馬�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 442－ 81：24．8� 112．9�
11 クィーンベロニカ 牝2青鹿 54

53 ☆斎藤 新岡本 真二氏 新谷 功一 浦河 赤田牧場 444－ 2 （競走中止） 218．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，359，700円 複勝： 62，661，000円 枠連： 8，358，100円
馬連： 57，899，100円 馬単： 28，867，000円 ワイド： 51，450，000円
3連複： 94，785，200円 3連単： 106，891，100円 計： 448，271，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 320円 � 210円 � 210円 枠 連（4－7） 2，520円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 6，940円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 870円 �� 610円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 36，060円

票 数

単勝票数 計 373597 的中 � 32835（5番人気）
複勝票数 計 626610 的中 � 45072（6番人気）� 79889（3番人気）� 82769（2番人気）
枠連票数 計 83581 的中 （4－7） 2570（9番人気）
馬連票数 計 578991 的中 �� 13294（13番人気）
馬単票数 計 288670 的中 �� 3117（27番人気）
ワイド票数 計 514500 的中 �� 12580（15番人気）�� 14958（9番人気）�� 22409（7番人気）
3連複票数 計 947852 的中 ��� 13993（17番人気）
3連単票数 計1068911 的中 ��� 2149（121番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．3―45．9―57．7―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランデフィオーレ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．6．14 阪神4着

2018．2．16生 牝2芦 母 グランデアモーレ 母母 ヒカルアモーレ 3戦1勝 賞金 6，200，000円
〔競走中止〕 クィーンベロニカ号は，競走中に疾病〔左腸骨々折〕を発症したため4コーナーで競走中止。

26002 9月12日 晴 重 （2中京2） 第1日 第2競走 ��
��1，400�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
1：24．3
1：23．0

良
重

22 カレンロマチェンコ 牡2鹿 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 452－ 41：24．7 2．5�
58 スウィープザボード 牡2芦 54 川須 栄彦杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 446－ 61：25．34 46．8�
35 ウェルドーン 牝2鹿 54 吉田 隼人安原 浩司氏 角田 晃一 日高 浜本牧場 514－ 21：25．61� 7．3�
712 ラ ル フ 牡2栗 54 太宰 啓介東海林貴大氏 荒川 義之 新冠 須崎牧場 482－101：25．7クビ 15．5�
59 シンゼンシャイン 牡2鹿 54 幸 英明原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川上牧場 490－ 61：25．8� 8．1�
610 グリュースゴット 牡2黒鹿 54

53 ☆団野 大成小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 474＋16 〃 クビ 5．2�
34 メイショウオキビ 牡2栗 54

53 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 490－ 41：25．9クビ 63．2	
814 ゴールドケリー 牝2鹿 54 酒井 学水谷 美穂氏 上村 洋行 日高 本間牧場 494－ 61：26．85 161．2

23 ビ ー ア ッ プ 牝2鹿 54 国分 恭介馬場 祥晃氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 454－ 41：27．12 8．9�
47 ウインアミティエ 牡2鹿 54

53 ☆岩田 望来�ウイン 宮 徹 浦河 阿波屋ファーム 476＋ 61：27．63 42．3
11 サウンドウイッシュ 牡2黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 490－ 41：27．7� 227．8�
46 ヒムカノロッキー 牡2黒鹿54 中井 裕二杉浦 和也氏 湯窪 幸雄 宮崎 田上 勝雄 464－ 41：28．02 18．1�
713� ハイクォーツ 牡2鹿 54 松若 風馬ゴドルフィン 西園 正都 愛 W. J. White &

Siobhan White 474± 01：28．42	 67．5�
611 リゾートタイム 牝2鹿 54

52 △亀田 温心礒川 正明氏 新谷 功一 新ひだか 片岡 博 450－ 21：28．5クビ 42．3
815 エイユーグローバル 牡2栗 54 和田 翼笹部 和子氏 川村 禎彦 浦河 近藤牧場 466＋ 21：30．3大差 274．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，195，900円 複勝： 45，379，500円 枠連： 9，639，300円
馬連： 50，710，100円 馬単： 25，047，800円 ワイド： 45，450，900円
3連複： 78，164，400円 3連単： 89，162，300円 計： 381，750，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 890円 � 230円 枠 連（2－5） 680円

馬 連 �� 5，140円 馬 単 �� 6，480円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 550円 �� 4，880円

3 連 複 ��� 11，890円 3 連 単 ��� 73，200円

票 数

単勝票数 計 381959 的中 � 125441（1番人気）
複勝票数 計 453795 的中 � 117374（1番人気）� 9186（10番人気）� 47200（3番人気）
枠連票数 計 96393 的中 （2－5） 10946（2番人気）
馬連票数 計 507101 的中 �� 7635（16番人気）
馬単票数 計 250478 的中 �� 2897（23番人気）
ワイド票数 計 454509 的中 �� 5974（21番人気）�� 23129（3番人気）�� 2272（47番人気）
3連複票数 計 781644 的中 ��� 4929（39番人気）
3連単票数 計 891623 的中 ��� 883（223番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．3―12．6―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．5―46．8―59．4―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F37．9
3 ・（2，6）9（3，5）（10，11）（8，14）（7，1）－4－13，15，12 4 ・（2，9）（3，6）5（8，14，10，11）－1，7，4＝（13，12）15

勝馬の
紹 介

カレンロマチェンコ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 アドマイヤジャパン デビュー 2020．8．16 小倉4着

2018．4．7生 牡2鹿 母 カレンステイシー 母母 カ レ ン マ マ 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 ヒムカノロッキー号の騎手中井裕二は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイユーグローバル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月12日まで平

地競走に出走できない。

第２回 中京競馬 第１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



26003 9月12日 晴 稍重 （2中京2） 第1日 第3競走 ��2，000�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
2：01．7
1：58．9

良
良

22 ワールドリバイバル 牡2鹿 54 藤岡 康太鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 492－ 62：02．6 2．8�
33 アズユーフィール 牡2黒鹿54 国分 優作 �コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 482＋ 22：02．7� 198．1�
11 タイキドミニオン 牡2鹿 54 北村 友一�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 498＋ 8 〃 クビ 4．9�
88 キリーティー �2鹿 54

53 ☆岩田 望来前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 544－ 62：02．8� 7．4�

55 ジョウショーペース 牡2芦 54 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 464± 02：03．01� 76．6�
66 フォーコーゼズ 牡2鹿 54 �島 克駿	G1レーシング 杉山 晴紀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 62：03．53 25．9

89 ハイエストポイント 牡2青鹿54 松山 弘平	ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 2 〃 アタマ 3．1�
77 クリノエトワール 牡2黒鹿 54

52 △亀田 温心栗本 守氏 谷 潔 新冠 石郷岡 五月 440＋ 42：04．88 10．0�
44 サドルロード 牡2鹿 54 小崎 綾也 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508－ 62：05．75 31．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，414，500円 複勝： 33，397，500円 枠連： 7，605，000円
馬連： 36，213，900円 馬単： 22，137，900円 ワイド： 30，008，600円
3連複： 52，863，800円 3連単： 103，532，400円 計： 324，173，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 1，710円 � 150円 枠 連（2－3） 12，000円

馬 連 �� 16，980円 馬 単 �� 23，180円

ワ イ ド �� 3，900円 �� 260円 �� 5，720円

3 連 複 ��� 11，380円 3 連 単 ��� 95，250円

票 数

単勝票数 計 384145 的中 � 112547（1番人気）
複勝票数 計 333975 的中 � 99305（1番人気）� 2762（9番人気）� 62704（3番人気）
枠連票数 計 76050 的中 （2－3） 491（17番人気）
馬連票数 計 362139 的中 �� 1652（24番人気）
馬単票数 計 221379 的中 �� 716（45番人気）
ワイド票数 計 300086 的中 �� 1761（25番人気）�� 36472（2番人気）�� 1192（28番人気）
3連複票数 計 528638 的中 ��� 3483（29番人気）
3連単票数 計1035324 的中 ��� 788（191番人気）

ハロンタイム 13．1―10．6―12．8―13．7―12．7―12．3―12．2―11．5―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―23．7―36．5―50．2―1：02．9―1：15．2―1：27．4―1：38．9―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ワールドリバイバル �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．29 小倉3着

2018．4．3生 牡2鹿 母 セ シ リ ア 母母 マ シ ュ ー ル 2戦1勝 賞金 6，900，000円

26004 9月12日 晴 稍重 （2中京2） 第1日 第4競走 ��1，600�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
1：34．2
1：32．3

良
良

612 サトノルーチェ 牝2鹿 54 幸 英明 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 418 ―1：35．5 23．9�
47 ス パ ー ク ル 牝2鹿 54 川田 将雅 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 480 ―1：35．82 4．3�
11 ジェラルディーナ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 440 ― 〃 ハナ 4．4�
510 エンスージアズム 牝2鹿 54 北村 友一吉田 照哉氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 420 ―1：35．9� 11．3�
23 ハッピーオーサム 牝2黒鹿 54

53 ☆岩田 望来馬場 幸夫氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486 ―1：36．11� 2．9	
48 プロテアヴィーナス 牝2鹿 54 松若 風馬�G1レーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 418 ―1：36．31� 8．9

24 メイショウハボタン 牝2鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 450 ―1：36．4� 28．3�
611 メイショウホシアイ 牝2栗 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 富田牧場 474 ―1：36．61 60．8�
（メイショウグンシ）

35 トーホウサキ 牝2鹿 54 藤岡 康太東豊物産� 石坂 公一 新ひだか 前川 勝春 452 ―1：36．81� 48．6
713 プリペアード 牝2鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 三嶋牧場 410 ―1：36．9クビ 77．3�
36 テイケイラハイナ 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成兼松 忠男氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440 ―1：37．0� 129．3�

12 シングフォーホープ 牝2黒鹿54 西村 淳也大塚 亮一氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 442 ―1：37．1� 182．3�
816 レジュールウール 牝2鹿 54 松山 弘平 �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 468 ―1：37．52� 61．8�
714 ブ ラ イ エ ス 牝2黒鹿54 吉田 隼人�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432 ― 〃 ハナ 30．0�
59 テイエムエメラルド 牝2黒鹿54 菱田 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 前川 勝春 424 ―1：37．71� 243．9�
815 エ ッ セ ン ス 牝2栗 54

52 △亀田 温心本間 茂氏 本田 優 平取 二風谷ファーム 464 ―1：38．76 208．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，772，700円 複勝： 52，126，700円 枠連： 11，233，400円
馬連： 53，699，300円 馬単： 24，753，400円 ワイド： 45，567，300円
3連複： 81，013，100円 3連単： 82，368，500円 計： 398，534，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，390円 複 勝 � 500円 � 170円 � 200円 枠 連（4－6） 1，550円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 11，010円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，460円 �� 500円

3 連 複 ��� 6，380円 3 連 単 ��� 67，780円

票 数

単勝票数 計 477727 的中 � 16948（6番人気）
複勝票数 計 521267 的中 � 21232（7番人気）� 89835（2番人気）� 73821（3番人気）
枠連票数 計 112334 的中 （4－6） 5602（6番人気）
馬連票数 計 536993 的中 �� 9224（15番人気）
馬単票数 計 247534 的中 �� 1685（35番人気）
ワイド票数 計 455673 的中 �� 8284（14番人気）�� 7731（17番人気）�� 25161（4番人気）
3連複票数 計 810131 的中 ��� 9515（19番人気）
3連単票数 計 823685 的中 ��� 881（198番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．2―12．1―12．0―11．8―11．5―11．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

サトノルーチェ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Burning Roma 初出走

2018．4．10生 牝2鹿 母 シアードラマ 母母 Riveting Drama 1戦1勝 賞金 7，000，000円



26005 9月12日 晴 良 （2中京2） 第1日 第5競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：20．3

良
良

44 ポールネイロン 牝2鹿 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440 ―1：21．5 12．1�

56 マリオンエール 牝2鹿 54 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 454 ―1：22．88 19．4�
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 460 ― 〃 クビ 4．8�
79 エターナルピース 牝2鹿 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 442 ―1：23．01� 15．4�
33 ララティーナ 牝2栗 54 藤岡 康太米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 426 ― 〃 クビ 7．0	
710 タイセイポジション 牡2栗 54 松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 472 ―1：23．21 80．1

811 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 ―1：23．52 44．7�
812 ビクトリアバローズ 牝2鹿 54 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 436 ―1：23．81� 2．2�
68 ウインドアリエル 牝2芦 54 酒井 学福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 408 ― 〃 ハナ 112．2
67 ディーノランページ 牡2鹿 54 高倉 稜坂本 守孝氏 清水 久詞 日高 増尾牧場 486 ― 〃 ハナ 136．1�
55 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 ―1：24．01� 12．2�
11 スギノマジェスティ 牡2栗 54 松山 弘平杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 446 ―1：24．1	 15．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，116，000円 複勝： 40，981，200円 枠連： 8，787，600円
馬連： 50，888，500円 馬単： 25，876，400円 ワイド： 43，040，000円
3連複： 69，179，600円 3連単： 89，063，000円 計： 367，932，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 260円 � 370円 � 170円 枠 連（4－5） 2，790円

馬 連 �� 6，360円 馬 単 �� 12，460円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 800円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 8，060円 3 連 単 ��� 61，840円

票 数

単勝票数 計 401160 的中 � 27945（4番人気）
複勝票数 計 409812 的中 � 38944（4番人気）� 24063（8番人気）� 77990（2番人気）
枠連票数 計 87876 的中 （4－5） 2436（11番人気）
馬連票数 計 508885 的中 �� 6195（23番人気）
馬単票数 計 258764 的中 �� 1557（43番人気）
ワイド票数 計 430400 的中 �� 5455（27番人気）�� 14157（10番人気）�� 9858（16番人気）
3連複票数 計 691796 的中 ��� 6436（31番人気）
3連単票数 計 890630 的中 ��� 1044（215番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．9―34．4―46．5―58．4―1：09．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 4，1，3，5，2，10（6，12）（8，11，9）－7 4 4－（1，3）（2，10，5）（6，12）11（8，9）7

勝馬の
紹 介

ポールネイロン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Dansili 初出走

2018．4．27生 牝2鹿 母 イングランドローズ 母母 Ventura Highway 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26006 9月12日 晴 稍重 （2中京2） 第1日 第6競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走12時45分 （500万円以下） （ダート・左）
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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

46 � ハリーバローズ 牡3鹿 55 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 米
Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

488＋ 21：23．8 2．3�
713 エターナリー 牡3栗 55 幸 英明吉田 晴哉氏 西浦 勝一 安平 追分ファーム 450＋ 41：24．43	 3．0�
712 アメージングラン 牡3鹿 55 国分 恭介深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 492－14 〃 ハナ 18．5�
34 � トレーンベアラー 牝3鹿 53 吉田 隼人吉田 和子氏 石坂 正 米

Daniel S. Mallory,
Amy Bayle & Al-
len Racing LLC

448± 01：24．5クビ 5．5�
47 メイショウトラヒメ 牝3青 53

50 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 B480－ 81：24．71
 68．2�
610� キングヴァラール 牡8黒鹿57 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 バンブー牧場 512－ 4 〃 クビ 160．6�
815 メイショウバルコラ 牡5鹿 57

55 △亀田 温心松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 500－ 81：24．91 14．6	
58 ア タ ミ 牡6黒鹿57 中井 裕二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 482－ 41：25．0	 65．7

22 �� ストームハート 牝4黒鹿 55

54 ☆岩田 望来広尾レース� 野中 賢二 米 Pomerol P
& Y Ltd 498＋141：25．1� 25．3�

814 リ ラ イ ト 牡4青 57
56 ☆斎藤 新前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 平山牧場 462－ 21：25．2クビ 49．0

11 タイドオブハピネス 牡4黒鹿57 川島 信二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 458－ 2 〃 ハナ 89．4�

59 アーヴィンド 牡3黒鹿55 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520± 01：25．41
 35．4�

35 カ ヴ ァ ス 牡3黒鹿55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：25．5	 21．2�
611� メートルムナール 牡3鹿 55 岡田 祥嗣�ラ・メール 安田 隆行 愛 Kenilworth

House Stud B494＋ 61：26．13	 68．7�
23 ジョーコレット 牡3芦 55 国分 優作上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 538＋ 61：27．16 143．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，611，400円 複勝： 50，128，100円 枠連： 12，457，000円
馬連： 63，163，400円 馬単： 30，845，900円 ワイド： 56，167，600円
3連複： 90，164，700円 3連単： 110，373，700円 計： 454，911，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 130円 � 380円 枠 連（4－7） 280円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 200円 �� 610円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 6，190円

票 数

単勝票数 計 416114 的中 � 139283（1番人気）
複勝票数 計 501281 的中 � 127036（1番人気）� 119555（2番人気）� 20196（7番人気）
枠連票数 計 124570 的中 （4－7） 34221（1番人気）
馬連票数 計 631634 的中 �� 144033（1番人気）
馬単票数 計 308459 的中 �� 39094（1番人気）
ワイド票数 計 561676 的中 �� 88656（1番人気）�� 21154（6番人気）�� 15473（8番人気）
3連複票数 計 901647 的中 ��� 33889（3番人気）
3連単票数 計1103737 的中 ��� 12907（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．9―12．3―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．3―46．2―58．5―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハリーバローズ �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Lomitas デビュー 2019．11．2 京都3着

2017．5．6生 牡3鹿 母 Isobel Baillie 母母 Dubai Soprano 4戦2勝 賞金 14，500，000円



26007 9月12日 晴 稍重 （2中京2） 第1日 第7競走 ��1，900�3歳以上1勝クラス
発走13時15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

66 マリオマッハー 牡3芦 54 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 444＋ 21：58．7 12．0�
55 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 B506－ 41：59．44 7．0�
22 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 B478－ 41：59．5クビ 5．0�
77 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 530－102：00．24 34．6�
11 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 B454－ 82：00．3� 31．9�
44 ア グ ロ ウ 牝3黒鹿52 �島 克駿吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 420＋ 22：00．72� 43．4	
78 メイショウコジョウ 牡3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 462－ 42：01．23 3．7

33 メイショウコバコ 牝3栗 52

51 ☆斎藤 新松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 470－102：01．73 69．8�
89 � ア ル ザ ス 牝5黒鹿55 太宰 啓介寺田 秀樹氏 坂口 智康 新ひだか タイヘイ牧場 492－102：03．08 141．4�
810 オーヴァーネクサス 牡3鹿 54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 492－ 62：04．38 2．1
（10頭）

売 得 金
単勝： 42，898，000円 複勝： 51，938，000円 枠連： 7，185，500円
馬連： 54，525，800円 馬単： 30，819，100円 ワイド： 48，406，200円
3連複： 80，177，900円 3連単： 138，562，500円 計： 454，513，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 300円 � 220円 � 180円 枠 連（5－6） 3，590円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 8，980円

ワ イ ド �� 940円 �� 710円 �� 450円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 36，050円

票 数

単勝票数 計 428980 的中 � 28558（5番人気）
複勝票数 計 519380 的中 � 39400（5番人気）� 61697（4番人気）� 83379（3番人気）
枠連票数 計 71855 的中 （5－6） 1550（11番人気）
馬連票数 計 545258 的中 �� 10906（12番人気）
馬単票数 計 308191 的中 �� 2572（24番人気）
ワイド票数 計 484062 的中 �� 12684（11番人気）�� 17188（8番人気）�� 29332（5番人気）
3連複票数 計 801779 的中 ��� 12076（18番人気）
3連単票数 計1385625 的中 ��� 2786（104番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．7―30．2―42．5―54．8―1：07．1―1：19．7―1：32．8―1：45．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．0
1
3
・（4，5）（7，10）－（3，2）－9，6，8－1
4，5－7（10，2）（3，6）8，1－9

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

勝馬の
紹 介

マリオマッハー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2019．10．12 京都9着

2017．2．11生 牡3芦 母 ヤマトマリオン 母母 ヤマトプリティ 8戦2勝 賞金 14，430，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーヴァーネクサス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月12日まで平

地競走に出走できない。

26008 9月12日 曇 良 （2中京2） 第1日 第8競走 ��
��2，000�

き そ が わ

木 曽 川 特 別
発走13時50分（番組第9競走を順序変更） （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．9．7以降2．9．6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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

44 ベ レ ヌ ス 牡3鹿 53 西村 淳也 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 510－102：01．0 7．0�
55 リトミカメンテ 牝4栗 53 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋102：01．1� 3．4�
77 カ リ ン カ 牝5黒鹿52 団野 大成寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 430＋ 42：01．41� 13．5�
66 ア ル サ ト ワ 牡3鹿 54 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 22：01．5クビ 2．4�
11 オールザワールド 牡3鹿 53 松山 弘平前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 アタマ 3．8�
33 レッドクーゲル 牡4栗 54 吉田 隼人 	東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 440± 02：01．82 14．4

22 レッドアルジーヌ 牝5芦 51 松若 風馬 	東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 464＋ 22：02．01� 56．4�

（7頭）

売 得 金
単勝： 46，675，000円 複勝： 41，198，200円 枠連： 発売なし
馬連： 55，826，700円 馬単： 32，081，900円 ワイド： 39，784，400円
3連複： 68，070，600円 3連単： 158，793，200円 計： 442，430，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 250円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 360円 �� 780円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 14，480円

票 数

単勝票数 計 466750 的中 � 52950（4番人気）
複勝票数 計 411982 的中 � 56871（4番人気）� 109336（1番人気）
馬連票数 計 558267 的中 �� 46255（5番人気）
馬単票数 計 320819 的中 �� 10924（11番人気）
ワイド票数 計 397844 的中 �� 30228（5番人気）�� 12282（13番人気）�� 20421（7番人気）
3連複票数 計 680706 的中 ��� 17567（11番人気）
3連単票数 計1587932 的中 ��� 7948（54番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．0―13．1―12．5―11．7―11．5―11．3―11．1―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―37．7―50．8―1：03．3―1：15．0―1：26．5―1：37．8―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．5
1
3
4，6，2，5，3，7－1
4，6（2，3，5）7，1

2
4
4，6（2，5）（3，7）－1
4，6，5（2，3）7，1

勝馬の
紹 介

ベ レ ヌ ス �

父 タートルボウル �


母父 デュランダル デビュー 2019．8．10 小倉3着

2017．3．6生 牡3鹿 母 カフヴァール 母母 スペシャルアラート 8戦3勝 賞金 36，243，000円



26009 9月12日 晴 稍重 （2中京2） 第1日 第9競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （ダート・左）（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
1：09．7
1：08．7

稍重
重

58 ダノンボヌール 牝3黒鹿53 中井 裕二�ダノックス 村山 明 日高 白井牧場 480－ 81：11．1 4．5�
23 � スワーヴシャルル 牡4黒鹿57 北村 友一�NICKS 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：11．52� 3．4�
610 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 490± 01：11．71� 73．3�
611 ロードラナキラ 牡5鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 466－ 21：11．91� 12．3�
46 メイショウカッサイ 牡3栗 55

54 ☆岩田 望来松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 454＋ 41：12．11 15．4�
814 エスシーミホーク 牡3鹿 55

54 ☆森 裕太朗工藤 圭司氏 西橋 豊治 日高 三宅 正弘 480－ 61：12．2	 8．3	
47 � マ ナ カ 牝4栗 55

54 ☆富田 暁山口 敦広氏 飯田 祐史 新ひだか 落合 一巳 492－ 6 〃 ハナ 26．8

34 マリスドランジュ 牝3黒鹿53 
島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 440－ 8 〃 アタマ 5．3�
712 ジャスパーイーグル 牡3栗 55 岩田 康誠加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 B480－ 31：12．41 51．5�
713 メジャーハリケーン 牡4青鹿57 藤岡 康太林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 B482－ 21：12．93 26．8
815 ウォーターウキウキ 牝3青鹿53 幸 英明山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 456＋121：13．43 17．2�
11 テイエムイブシギン 牡4芦 57 田中 健竹園 正繼氏 武 英智 日高 佐々木 康治 B526－ 4 〃 アタマ 41．9�
35 カモントゥミー 牡3鹿 55 松山 弘平薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 北洋牧場 492＋ 41：14．46 21．3�
22 � メルヘンステージ 牝4栗 55 城戸 義政�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 B494－ 41：15．25 185．9�
59 ヴ ァ ル ナ �3黒鹿55 松若 風馬野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 杵臼牧場 462－ 61：16．79 19．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，190，600円 複勝： 68，272，700円 枠連： 17，379，500円
馬連： 98，578，000円 馬単： 37，837，500円 ワイド： 80，776，400円
3連複： 143，744，300円 3連単： 152，128，500円 計： 648，907，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 180円 � 960円 枠 連（2－5） 750円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 470円 �� 4，620円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 21，720円 3 連 単 ��� 74，270円

票 数

単勝票数 計 501906 的中 � 87634（2番人気）
複勝票数 計 682727 的中 � 129965（1番人気）� 112623（2番人気）� 12844（14番人気）
枠連票数 計 173795 的中 （2－5） 17731（2番人気）
馬連票数 計 985780 的中 �� 85444（2番人気）
馬単票数 計 378375 的中 �� 14868（5番人気）
ワイド票数 計 807764 的中 �� 48300（2番人気）�� 4265（55番人気）�� 4520（53番人気）
3連複票数 計1437443 的中 ��� 4962（78番人気）
3連単票数 計1521285 的中 ��� 1485（229番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．5―11．9―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．2―46．1―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンボヌール �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Shamardal デビュー 2020．1．26 京都6着

2017．3．24生 牝3黒鹿 母 ダノンボンジュール 母母 ラ ウ ン デ ル 8戦2勝 賞金 16，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メルヘンステージ号・ヴァルナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月

12日まで平地競走に出走できない。

26010 9月12日 晴 稍重 （2中京2） 第1日 第10競走 ��
��1，800�

に っ し ん

日 進 特 別
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

47 ハギノアレグリアス 牡3鹿 54 川田 将雅日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 岡田スタツド 470－ 61：51．1 1．9�
36 タガノビューティー 牡3鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510＋ 61：51．52� 3．7�
12 ジョウショーリード 牝3黒鹿52 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 470－ 41：52．13� 16．4�
611 アジャストザルート 牡3鹿 54 西村 淳也 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 484－ 21：52．31	 10．7�
510 ラブリーイレブン 牝5栗 55 秋山真一郎吉野加壽代氏 坂口 智康 日高 浜本牧場 454＋ 6 〃 ハナ 104．0�
816 テンザワールド 牡6栗 57 斎藤 新天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B428－ 21：52．4
 27．4	
48 リリーミニスター �3芦 54 酒井 学土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 470＋ 41：52．61	 24．6

23 スピンドクター �5黒鹿57 藤岡 康太ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B476＋121：52．81� 33．9�
713� リーガルマインド 牡4鹿 57 幸 英明畑佐 博氏 河内 洋 浦河 高松牧場 466＋ 21：52．9クビ 22．0�
35 グッドヘルスバイオ 牡4芦 57 団野 大成バイオ 池添 学 平取 坂東牧場 466－ 6 〃 クビ 157．4�
815 ブレイニーラン 牡5鹿 57 吉田 隼人 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 468－ 21：53．0クビ 49．2�
714 レッドゼノン 牡6黒鹿57 富田 暁 東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 470－ 21：53．21� 115．0�
24 � キクノフェリックス 牡6黒鹿57 岩田 康誠菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 476－ 61：53．3
 20．2�
612 キッズアガチャー 牡3鹿 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536－121：53．61� 27．3�
11 ヤマニンバンタジオ �6栗 57 嘉藤 貴行土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 546＋ 41：53．7
 70．8�
59 アマリリステソーロ 牝4青 55 藤岡 佑介了德寺健二ホール

ディングス 高橋 康之 新ひだか 幌村牧場 440＋ 61：54．55 120．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 63，853，400円 複勝： 88，783，900円 枠連： 25，069，000円
馬連： 128，387，400円 馬単： 58，024，200円 ワイド： 110，319，300円
3連複： 211，422，100円 3連単： 249，654，700円 計： 935，514，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 260円 枠 連（3－4） 340円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 200円 �� 550円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 4，760円

票 数

単勝票数 計 638534 的中 � 268579（1番人気）
複勝票数 計 887839 的中 � 280807（1番人気）� 160404（2番人気）� 57152（4番人気）
枠連票数 計 250690 的中 （3－4） 55878（1番人気）
馬連票数 計1283874 的中 �� 287287（1番人気）
馬単票数 計 580242 的中 �� 85643（1番人気）
ワイド票数 計1103193 的中 �� 169054（1番人気）�� 46925（4番人気）�� 28307（12番人気）
3連複票数 計2114221 的中 ��� 85419（4番人気）
3連単票数 計2496547 的中 ��� 38014（5番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―12．8―12．8―12．4―12．3―12．3―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．3―37．1―49．9―1：02．3―1：14．6―1：26．9―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハギノアレグリアス �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2019．9．15 阪神6着

2017．4．27生 牡3鹿 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル 6戦3勝 賞金 31，050，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



26011 9月12日 晴 稍重 （2中京2） 第1日 第11競走 ��
��1，400�エニフステークス（Ｌ）

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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

22 	 ジャスパープリンス 牡5鹿 56 松山 弘平加藤 和夫氏 森 秀行 米
Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

484－101：22．0 11．6�
58 レシプロケイト 牡4栗 56 川田 将雅ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 41：22．31� 5．7�
46 タ ガ ノ ア ム 牝5鹿 54 
島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－ 61：22．51� 16．1�
69 ヴァニラアイス 牝4鹿 54 幸 英明�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 458＋ 2 〃 ハナ 6．9�
57 ア ー ド ラ ー 牡6鹿 57 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474－ 2 〃 アタマ 24．5	
711 リュウノユキナ 牡5芦 56 古川 吉洋蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B498＋ 21：22．71� 34．3

712 ブルベアイリーデ 牡4鹿 57 吉田 隼人 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 494＋ 21：22．8� 7．5�
11 デュープロセス 牡4栗 58 斎藤 新ゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 474－ 81：22．9� 7．7�
610 ヒ ラ ソ ー ル �4鹿 56 岩田 康誠阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 476± 0 〃 ハナ 3．6
813 ビックリシタナモー 牡6黒鹿56 藤岡 佑介小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 504－ 21：23．11 27．7�
814 ディープダイバー 牡4黒鹿56 酒井 学�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 B452± 01：23．84 36．1�
33 ホウショウナウ 牡5栗 57 岩田 望来芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 514＋ 4 〃 クビ 15．2�
45 マルカソレイユ 牝6栗 54 西村 淳也日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 476－ 61：24．01� 60．3�
34 カ タ ナ 牡5鹿 56 団野 大成椎名 節氏 上原 博之 新冠 松浦牧場 494－ 41：25．38 27．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 86，387，600円 複勝： 129，815，000円 枠連： 48，796，900円
馬連： 257，286，800円 馬単： 90，508，500円 ワイド： 179，806，400円
3連複： 415，156，100円 3連単： 452，932，400円 計： 1，660，689，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 400円 � 220円 � 360円 枠 連（2－5） 4，150円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 9，720円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 2，640円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 19，270円 3 連 単 ��� 123，260円

票 数

単勝票数 計 863876 的中 � 59260（6番人気）
複勝票数 計1298150 的中 � 77856（7番人気）� 175576（3番人気）� 87995（6番人気）
枠連票数 計 487969 的中 （2－5） 9104（16番人気）
馬連票数 計2572868 的中 �� 43583（17番人気）
馬単票数 計 905085 的中 �� 6982（33番人気）
ワイド票数 計1798064 的中 �� 31887（17番人気）�� 17223（31番人気）�� 35700（15番人気）
3連複票数 計4151561 的中 ��� 16151（63番人気）
3連単票数 計4529324 的中 ��� 2664（412番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．0―11．6―12．1―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．0―45．6―57．7―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．4
3 2（9，11）8（4，10，12）5（3，6）1，14－7－13 4 2（9，11）（8，10，12）－5（1，4，3，6）－14，7，13

勝馬の
紹 介

	ジャスパープリンス �
�
父 Violence �

�
母父 Bernardini デビュー 2017．8．19 小倉2着

2015．5．29生 牡5鹿 母 Ambitious Journey 母母 Ambitious Cat 17戦4勝 賞金 73，239，000円
［他本会外：1戦1勝］

26012 9月12日 晴 良 （2中京2） 第1日 第12競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走16時10分 （芝・左）（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
1：32．3
1：30．3

良
良

56 オーマイダーリン 牝3鹿 53 川田 将雅廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 460－ 41：34．6 2．1�
44 ク レ デ ン ザ 牝3芦 53

52 ☆岩田 望来�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 444－10 〃 ハナ 16．1�
710 グ ラ ニ ー タ 牝3黒鹿53 西村 淳也 �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 450－ 8 〃 クビ 8．2�
812 サンディレクション 牡4鹿 57 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 474± 0 〃 アタマ 14．6�
11 ヴェントボニート 牝3鹿 53 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 408－ 61：34．7クビ 3．3	
22 エールヴィオレ 牝3栗 53

52 ☆富田 暁佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 クビ 207．9

45 ダンツガゼール 牝3青鹿 53

50 ▲泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 462± 01：35．12� 39．6�
33 アークフリゲート 牝3黒鹿53 和田 翼野田 善己氏 渡辺 薫彦 新ひだか フジワラフアーム 422－ 8 〃 ハナ 83．7�
69 ベストクィーン 牝4栗 55 幸 英明田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 424＋ 41：35．2クビ 20．2
711� ヒロシゲサンライズ 牡3鹿 55

53 △亀田 温心阿尾 浩和氏 北出 成人 浦河 笹島 政信 474－161：35．52 64．2�
68 ピュアカラー 牝3黒鹿53 北村 友一 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 432＋ 61：35．6� 17．5�
813 サンライズラポール 牡3栗 55

54 ☆斎藤 新松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 500－ 21：35．7� 41．2�
57 アルマフォルト 牡3黒鹿55 岩田 康誠名古屋友豊� 木原 一良 安平 ノーザンファーム B490－ 4 〃 ハナ 18．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 66，346，200円 複勝： 90，690，900円 枠連： 23，754，500円
馬連： 123，847，000円 馬単： 58，389，800円 ワイド： 100，451，400円
3連複： 188，273，800円 3連単： 273，437，400円 計： 925，191，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 350円 � 210円 枠 連（4－5） 1，100円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 620円 �� 420円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 14，480円

票 数

単勝票数 計 663462 的中 � 242329（1番人気）
複勝票数 計 906909 的中 � 276004（1番人気）� 46731（7番人気）� 95006（3番人気）
枠連票数 計 237545 的中 （4－5） 16693（5番人気）
馬連票数 計1238470 的中 �� 58324（4番人気）
馬単票数 計 583898 的中 �� 18848（6番人気）
ワイド票数 計1004514 的中 �� 41557（4番人気）�� 65665（2番人気）�� 13867（20番人気）
3連複票数 計1882738 的中 ��� 40169（9番人気）
3連単票数 計2734374 的中 ��� 13682（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．6―47．8―59．6―1：11．2―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オーマイダーリン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun デビュー 2019．10．26 京都3着

2017．1．28生 牝3鹿 母 ラ ブ ー ム 母母 La Bouche 10戦2勝 賞金 33，170，000円



（2中京2）第1日 9月12日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 155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

214，280，000円
5，330，000円
28，180，000円
1，230，000円
23，960，000円
66，158，500円
4，262，500円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
599，821，000円
755，372，700円
180，265，800円
1，031，026，000円
465，189，400円
831，228，500円
1，573，015，600円
2，006，899，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，442，818，700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1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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