
26049 9月21日 晴 良 （2中京2） 第5日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時50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

66 ポールスター 牡2鹿 54 武 豊林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 508－ 41：25．5 3．0�
33 プレジールミノル 牡2栗 54

52 △亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 488＋10 〃 クビ 12．1�
11 ビーアイフェリペ 牡2栗 54 岩田 康誠馬場 祥晃氏 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 496＋ 21：25．71 1．9�
78 トーホウスザク 牡2栗 54 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 486＋ 8 〃 クビ 9．5�
22 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 482－ 41：27．9大差 107．4�
79 リンクスエルピス 牡2鹿 54 幸 英明目谷 一幸氏 浜田多実雄 日高 坂 牧場 486－ 21：28．0� 21．0	
67 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 458－ 61：28．31� 69．7�
55 スプリングローズ 牝2青鹿 54

53 ☆富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 424± 01：28．51� 114．4�
811 ピエナパプリカ 牡2栗 54 太宰 啓介本谷 兼三氏 渡辺 薫彦 浦河 岡本 昌市 444＋ 41：28．6クビ 14．0
810 マイネルヤングマン 牡2栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 松浦牧場 440＋ 61：30．4大差 178．6�
44 ナムラサスケ 牡2鹿 54 和田 翼奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 426＋ 6 〃 ハナ 238．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，877，800円 複勝： 43，017，100円 枠連： 6，919，400円
馬連： 46，640，600円 馬単： 29，459，000円 ワイド： 38，085，300円
3連複： 74，320，100円 3連単： 138，434，000円 計： 411，753，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 160円 � 110円 枠 連（3－6） 2，150円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 470円 �� 130円 �� 320円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 6，780円

票 数

単勝票数 計 348778 的中 � 95792（2番人気）
複勝票数 計 430171 的中 � 106106（2番人気）� 31930（4番人気）� 190460（1番人気）
枠連票数 計 69194 的中 （3－6） 2573（7番人気）
馬連票数 計 466406 的中 �� 16317（7番人気）
馬単票数 計 294590 的中 �� 7801（10番人気）
ワイド票数 計 380853 的中 �� 15187（7番人気）�� 115138（1番人気）�� 24307（3番人気）
3連複票数 計 743201 的中 ��� 79004（2番人気）
3連単票数 計1384340 的中 ��� 16315（15番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．4―12．5―12．8―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―34．6―47．1―59．9―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポールスター �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．8．16 小倉2着

2018．2．4生 牡2鹿 母 プ リ ー ム ス 母母 レジェンドトレイル 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルヤングマン号・ナムラサスケ号は，「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。

26050 9月21日 晴 良 （2中京2） 第5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

78 プルモナリア 牝2栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 458－101：54．4 8．9�
79 キタノインディ 牡2鹿 54

53 ☆森 裕太朗北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 448－ 81：54．82� 21．1�
44 ダイシンピスケス 牡2鹿 54

52 △亀田 温心大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 480－ 21：55．22� 4．2�
33 ロードフェイロン 牡2鹿 54 松山 弘平 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 450＋ 21：55．73 9．9�
55 ヒミノフラッシュ 牡2黒鹿54 �島 克駿佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 526＋ 61：55．91 18．5�
22 シーニッククルーズ 牡2芦 54 浜中 俊 	キャロットファーム 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 490－ 81：56．21� 3．2

811 コパノジャンピング 牡2鹿 54 小崎 綾也小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 518± 01：57．47 4．6�
11 レッドロムルス 牡2栗 54

53 ☆斎藤 新 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B454－ 21：58．03� 17．9�
66 ヒロシゲダンボー 牝2鹿 54 太宰 啓介岡 隆氏 高橋 亮 新ひだか 岡田牧場 470＋ 21：58．74 78．3�
67 ケルンクリエイター 牡2栗 54 �島 良太谷和 光彦氏 松田 国英 新冠 村上 欽哉 B466＋ 21：59．23 21．1�
810 ハクアイローレル 牡2鹿 54

53 ☆富田 暁 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新ひだか 三石川上牧場 528－102：01．3大差 143．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，762，300円 複勝： 47，529，600円 枠連： 6，835，100円
馬連： 53，815，500円 馬単： 26，161，600円 ワイド： 45，271，000円
3連複： 84，631，700円 3連単： 102，414，100円 計： 401，420，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 240円 � 510円 � 180円 枠 連（7－7） 6，590円

馬 連 �� 7，900円 馬 単 �� 12，830円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 690円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 10，130円 3 連 単 ��� 84，990円

票 数

単勝票数 計 347623 的中 � 32947（4番人気）
複勝票数 計 475296 的中 � 52267（4番人気）� 19499（8番人気）� 82228（3番人気）
枠連票数 計 68351 的中 （7－7） 829（23番人気）
馬連票数 計 538155 的中 �� 5448（26番人気）
馬単票数 計 261616 的中 �� 1631（48番人気）
ワイド票数 計 452710 的中 �� 4955（27番人気）�� 18326（7番人気）�� 8743（21番人気）
3連複票数 計 846317 的中 ��� 6681（37番人気）
3連単票数 計1024141 的中 ��� 964（269番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―12．4―12．9―12．7―13．1―13．0―13．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―36．1―49．0―1：01．7―1：14．8―1：27．8―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F39．6
1
3
・（1，4）11－5，2，6，10，9－7－8＝3
1（4，11）5（9，2）－6（7，10）8－3

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

勝馬の
紹 介

プルモナリア �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．8．30 札幌5着

2018．4．6生 牝2栗 母 フ ィ ー ユ 母母 ファレノプシス 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔制裁〕 ヒミノフラッシュ号の騎手�島克駿は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）
〔その他〕 ハクアイローレル号は，1着馬がレコードタイムと同タイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

第２回 中京競馬 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



26051 9月21日 晴 良 （2中京2） 第5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

44 マカオンドール 牡2芦 54 松山 弘平關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 482＋ 82：01．2レコード 11．1�
22 ブレイブライオン 牡2黒鹿54 福永 祐一ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 476＋122：01．3� 1．9�
79 オ リ ノ コ 牡2黒鹿54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 470－ 22：01．4� 4．4�
55 	 フランクエトワール 牡2鹿 54 森 一馬 DMMドリームクラブ� 松永 昌博 愛 Dream Farm

Co. Ltd 446＋ 62：02．14 4．6�
710 エスジーリカチャン 牝2黒鹿54 和田 竜二後藤 貞夫氏 庄野 靖志 新冠 秋田牧場 444－10 〃 クビ 47．2�
11 サ ル マ ン 牡2芦 54 川須 栄彦吉田 晴哉氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 508＋ 62：02．31
 84．0	
812 メイショウユウスイ 牡2鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 464＋ 22：02．51
 35．7

56 ス ー ゼ ル 牝2栗 54 幸 英明門野 重雄氏 長谷川浩大 洞�湖 レイクヴィラファーム 456＋ 4 〃 ハナ 43．2�
811	 ヴォワドアンジェ 牝2黒鹿54 �島 克駿前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 458＋ 22：02．71
 31．1�
68 ピースダンス 牝2黒鹿54 松若 風馬中平 和宏氏 森 秀行 新ひだか 下屋敷牧場 402＋ 62：03．44 98．3
67 	 コスモシェルパ 牡2鹿 54

52 △亀田 温心 �ビッグレッドファーム 宮 徹 英 Chasemor
e Farm 442＋ 62：03．82 376．5�

33 サルバトーレミノル 牡2芦 54
51 ▲泉谷 楓真吉岡 實氏 本田 優 浦河 辻 牧場 530± 0 〃 クビ 319．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，964，500円 複勝： 55，237，900円 枠連： 10，479，100円
馬連： 60，422，700円 馬単： 36，079，400円 ワイド： 54，689，400円
3連複： 97，477，000円 3連単： 139，105，300円 計： 507，455，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 170円 � 110円 � 120円 枠 連（2－4） 860円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 270円 �� 540円 �� 190円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 10，370円

票 数

単勝票数 計 539645 的中 � 40923（4番人気）
複勝票数 計 552379 的中 � 52393（4番人気）� 192743（1番人気）� 115555（2番人気）
枠連票数 計 104791 的中 （2－4） 9682（5番人気）
馬連票数 計 604227 的中 �� 64789（3番人気）
馬単票数 計 360794 的中 �� 11554（8番人気）
ワイド票数 計 546894 的中 �� 52772（3番人気）�� 21963（5番人気）�� 85999（1番人気）
3連複票数 計 974770 的中 ��� 81582（3番人気）
3連単票数 計1391053 的中 ��� 10731（24番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―12．5―12．9―12．5―12．3―12．1―11．8―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．5―36．0―48．9―1：01．4―1：13．7―1：25．8―1：37．6―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マカオンドール �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Darshaan デビュー 2020．6．21 阪神4着

2018．3．18生 牡2芦 母 ミリオンウィッシーズ 母母 Moonlight’s Box 3戦1勝 賞金 6，200，000円

26052 9月21日 晴 良 （2中京2） 第5日 第4競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走11時25分 （ダート・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
1：12．2
1：10．2

良
不良

11 クインズメリッサ 牝2鹿 54 川又 賢治亀田 和弘氏 宮本 博 新冠 新冠橋本牧場 456 ―1：12．2 9．6�
89 ナ サ 牝2黒鹿54 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 446 ―1：13．58 2．3�
66 メイショウホガラカ 牝2黒鹿54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 松栄牧場 426 ―1：13．6� 15．7�
44 タマモメルヘン 牝2鹿 54 武 豊タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 472 ―1：13．8� 4．9�
33 テンシノエア 牝2鹿 54 吉田 隼人�浜本牧場 石坂 正 日高 浜本牧場 432 ―1：14．12 24．2	
77 � レディマーシー 牝2鹿 54 和田 竜二松本 俊廣氏 北出 成人 米 Toshihiro

Matsumoto 466 ―1：14．31 3．4

55 ニホンピロメドウ 牝2栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 462 ―1：15．47 40．4�
88 アイファーライオン 牡2栃栗54 国分 優作中島 稔氏 西橋 豊治 新ひだか 野表 篤夫 466 ―1：16．14 163．7�
22 ヴィグルズマン 牡2栗 54

51 ▲泉谷 楓真梶本 尚嗣氏 武井 亮 新ひだか 本桐牧場 442 ―1：17．05 34．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 38，494，400円 複勝： 30，502，800円 枠連： 4，657，100円
馬連： 38，494，300円 馬単： 25，248，500円 ワイド： 31，774，500円
3連複： 55，678，200円 3連単： 102，184，600円 計： 327，034，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 200円 � 120円 � 230円 枠 連（1－8） 990円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，380円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 19，700円

票 数

単勝票数 計 384944 的中 � 33486（4番人気）
複勝票数 計 305028 的中 � 32780（4番人気）� 94139（1番人気）� 25489（5番人気）
枠連票数 計 46571 的中 （1－8） 3727（4番人気）
馬連票数 計 384943 的中 �� 30903（4番人気）
馬単票数 計 252485 的中 �� 7364（10番人気）
ワイド票数 計 317745 的中 �� 20128（4番人気）�� 5662（18番人気）�� 14186（7番人気）
3連複票数 計 556782 的中 ��� 15113（9番人気）
3連単票数 計1021846 的中 ��� 4148（60番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．0―12．2―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．7―47．9―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズメリッサ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Afleet Alex 初出走

2018．3．21生 牝2鹿 母 ケイアイアテナ 母母 Anna Sterz 1戦1勝 賞金 7，000，000円



26053 9月21日 晴 良 （2中京2） 第5日 第5競走 ��1，600�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
1：33．1
1：32．3

良
良

813 ナムラメーテル 牝2青鹿54 和田 竜二奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 新ひだか 八田ファーム 426 ―1：34．4 15．4�
68 ルークズネスト 牡2鹿 54 幸 英明窪田 康志氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 498 ―1：34．93 8．5�
33 サヴァニャン 牝2黒鹿54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 424 ―1：35．0クビ 1．5�
45 デルマヤクシ 牡2栗 54 藤岡 康太浅沼 廣幸氏 友道 康夫 日高 白井牧場 438 ―1：35．64 17．1�
57 モ ー デ ン 牡2鹿 54 荻野 極 �YGGホースクラブ 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 442 ―1：35．7� 43．3�
44 マ ー レ ッ ト 牡2鹿 54 酒井 学�錦岡牧場 渡辺 薫彦 新冠 錦岡牧場 432 ―1：36．01� 271．4	
69 グリンブルスティ 牡2鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470 ―1：36．63� 38．3

812 ショウナンハイネス 牝2鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412 ―1：36．7クビ 12．8�
711 ロードシュトローム 牡2鹿 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 484 ―1：37．55 24．5�
22 メ モ リ ー ズ 牝2鹿 54 武 豊グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 414 ―1：37．71� 9．0�
710 エイシンティアラ 牝2黒鹿54 吉田 隼人�栄進堂 吉村 圭司 浦河 栄進牧場 438 ― 〃 クビ 190．2�
56 モーティヴフォース 牡2黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496 ―1：37．91� 61．5�
11 ギ レ ル モ 牡2鹿 54 西村 淳也吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 484 ―1：38．53� 53．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，062，400円 複勝： 67，803，600円 枠連： 9，533，800円
馬連： 52，761，600円 馬単： 36，748，600円 ワイド： 48，306，000円
3連複： 83，703，600円 3連単： 129，303，300円 計： 480，222，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 240円 � 170円 � 110円 枠 連（6－8） 1，480円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 12，820円

ワ イ ド �� 920円 �� 450円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 32，170円

票 数

単勝票数 計 520624 的中 � 28580（5番人気）
複勝票数 計 678036 的中 � 34100（6番人気）� 61747（2番人気）� 369384（1番人気）
枠連票数 計 95338 的中 （6－8） 5121（5番人気）
馬連票数 計 527616 的中 �� 9706（14番人気）
馬単票数 計 367486 的中 �� 2292（29番人気）
ワイド票数 計 483060 的中 �� 12347（9番人気）�� 27536（4番人気）�� 51961（2番人気）
3連複票数 計 837036 的中 ��� 29240（5番人気）
3連単票数 計1293033 的中 ��� 3215（103番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．4―11．7―12．1―12．3―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―35．0―46．7―58．8―1：11．1―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

ナムラメーテル �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 グ ラ ン デ ラ 初出走

2018．2．16生 牝2青鹿 母 ナムラボルテージ 母母 ビストロドゥパリ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26054 9月21日 晴 良 （2中京2） 第5日 第6競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時45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
1：08．7

稍重
重

23 タガノハイライト 牝3青鹿53 川須 栄彦八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 524± 01：11．3 2．5�

713 エクスチェンジ 牝3栗 53 加藤 祥太宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 474± 01：11．83 38．9�
47 ショウゲッコウ 牝3鹿 53 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 464± 01：12．12 25．8�
611 メイショウゼッケイ 牝4栗 55

54 ☆斎藤 新松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 426＋ 21：12．41� 39．5�
36 ダイヤクイン 牝4芦 55 吉田 隼人大野 數芳氏 羽月 友彦 新冠 イワミ牧場 490＋ 8 〃 ハナ 27．5�
816 サウンドワイズ 牝3鹿 53 松山 弘平増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 山岡牧場 462－12 〃 クビ 5．4	
59 ディーズローリエ 牝3黒鹿53 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 444＋ 41：12．5� 16．1

35 ミヤコシスター 牝3鹿 53 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 474＋101：12．92 6．5�
48 タッチアコード 牝5芦 55 荻野 琢真 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480＋ 4 〃 クビ 18．3
815 ベルアーシュ 牝5芦 55

52 ▲服部 寿希矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B478± 01：13．0� 13．0�
510 ナムラマッチェリ 牝4栗 55 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 466＋ 81：13．1� 38．5�
11 	 アメリカズハート 牝5栗 55 西村 淳也栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 482＋16 〃 アタマ 91．6�
12 フェールアシュバル 牝3栗 53

52 ☆団野 大成�日進牧場 佐々木晶三 浦河 高村牧場 472－121：13．52� 16．1�
24 ハギノオーロ 牝3鹿 53 藤懸 貴志安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 506＋10 〃 クビ 38．3�
714 ハ ニ エ ル 牝4鹿 55 川又 賢治�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 61：13．81� 20．8�
612 サーストンネイジュ 牝4芦 55 和田 竜二玉置 潔氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 478＋ 21：14．11� 37．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，990，600円 複勝： 54，759，400円 枠連： 12，382，200円
馬連： 64，556，300円 馬単： 28，646，400円 ワイド： 66，140，500円
3連複： 118，531，400円 3連単： 119，968，900円 計： 502，975，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 1，170円 � 710円 枠 連（2－7） 2，160円

馬 連 �� 5，990円 馬 単 �� 9，690円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 1，220円 �� 8，070円

3 連 複 ��� 28，370円 3 連 単 ��� 100，700円

票 数

単勝票数 計 379906 的中 � 119813（1番人気）
複勝票数 計 547594 的中 � 141527（1番人気）� 9235（15番人気）� 15972（11番人気）
枠連票数 計 123822 的中 （2－7） 4577（9番人気）
馬連票数 計 645563 的中 �� 8614（17番人気）
馬単票数 計 286464 的中 �� 2363（28番人気）
ワイド票数 計 661405 的中 �� 7434（27番人気）�� 14808（9番人気）�� 2124（81番人気）
3連複票数 計1185314 的中 ��� 3342（89番人気）
3連単票数 計1199689 的中 ��� 953（286番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―12．3―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．8―47．1―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノハイライト �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．9．22 阪神4着

2017．4．11生 牝3青鹿 母 タガノイノセンス 母母 ウッドフェアリー 7戦2勝 賞金 20，600，000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 メイショウヤワラギ号



26055 9月21日 晴 良 （2中京2） 第5日 第7競走 ��1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

44 ザプラウドワンズ �4鹿 57 太宰 啓介小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 486－ 61：53．0 16．2�
56 スナークダヴィンチ 牡3鹿 54 小崎 綾也杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 480－ 41：53．42� 3．7�
812 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 494± 0 〃 クビ 5．1�
33 ハ ー シ ェ ル 牡4黒鹿57 岩田 康誠ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 61：53．5� 9．8�
69 リアルシング 牡3黒鹿54 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 524－ 21：53．6� 5．9�
813 モズピンポン 牡3栗 54 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 514－16 〃 ハナ 8．9	
68 クリノイコライザー 牡3栗 54 川須 栄彦栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 468＋ 21：54．13 9．0

711 アルマトップエンド 牡5栗 57

56 ☆団野 大成コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 506－ 41：54．2クビ 53．9�
22 � マイティバローズ 牡5青鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 448＋ 4 〃 クビ 33．1�
45 � ミンナノシャチョウ 牡5鹿 57 	島 良太 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 520＋ 41：54．51� 138．7
710 アースライザー �3栗 54

52 △亀田 温心 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B478＋ 6 〃 ハナ 11．6�

57 アルームスクレト 牡4鹿 57
56 ☆富田 暁鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 福岡 駿弥 470－ 71：55．99 221．1�

11 ブラックバッジ 牡4鹿 57 藤岡 康太市川 義美氏 武 幸四郎 洞
湖 レイクヴィラファーム B494＋141：57．9大差 10．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 36，652，100円 複勝： 50，263，400円 枠連： 11，232，100円
馬連： 61，489，400円 馬単： 27，334，300円 ワイド： 55，775，800円
3連複： 96，113，600円 3連単： 105，456，100円 計： 444，316，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 340円 � 170円 � 210円 枠 連（4－5） 2，840円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 6，480円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，870円 �� 550円

3 連 複 ��� 7，360円 3 連 単 ��� 77，470円

票 数

単勝票数 計 366521 的中 � 18065（9番人気）
複勝票数 計 502634 的中 � 31972（8番人気）� 91256（1番人気）� 63188（3番人気）
枠連票数 計 112321 的中 （4－5） 3161（14番人気）
馬連票数 計 614894 的中 �� 18218（9番人気）
馬単票数 計 273343 的中 �� 3373（27番人気）
ワイド票数 計 557758 的中 �� 18999（7番人気）�� 7459（32番人気）�� 28125（2番人気）
3連複票数 計 961136 的中 ��� 10442（27番人気）
3連単票数 計1054561 的中 ��� 1089（308番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．9―12．5―12．1―12．4―12．8―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．9―49．4―1：01．5―1：13．9―1：26．7―1：39．6

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ザプラウドワンズ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2019．1．12 京都5着

2016．4．22生 �4鹿 母 ドリームダンシーズ 母母 オールダンシーズ 12戦2勝 賞金 17，720，000円

26056 9月21日 晴 良 （2中京2） 第5日 第8競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

24 ゲンパチマイティー 牡3鹿 55 福永 祐一平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 510＋ 81：24．4 2．8�
713 リュクスウォリアー 牡3鹿 55 藤懸 貴志田畑 憲士氏 平田 修 日高 庄野牧場 B498＋ 81：24．61� 9．3�
59 スリーヘリオス �5黒鹿57 中井 裕二永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 B480－ 41：24．7� 32．3�
815 タガノキトピロ 牡3栗 55

52 ▲泉谷 楓真八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 466－101：25．12� 21．7�

48 	 メイショウミチノク 牝4芦 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 476＋101：25．2
 34．6�
816 シャイニーズラン 牡3鹿 55 和田 竜二田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 458＋ 61：25．41 13．9	
612 ユノディエール 牡6鹿 57 菱田 裕二ロイヤルパーク 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 456－ 21：25．5� 253．1

714 エールショー 牡5芦 57 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 480－ 2 〃 クビ 6．5�
36 マテラシオン 牝3黒鹿53 松若 風馬大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 442－10 〃 アタマ 22．8�
23 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 B484＋ 41：25．92� 53．7
47 グッドステージ 牡3鹿 55

53 △亀田 温心杉立健次郎氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 512－ 21：26．0� 125．8�
510 ア タ ミ 牡6黒鹿57 秋山真一郎副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 482± 0 〃 同着 43．3�
11 タイガーサイレンス 牡3青鹿55 高倉 稜伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 444＋ 61：26．1� 80．8�
35 ヒ メ サ マ 牝3鹿 53 酒井 学廣崎 双葉氏 梅田 智之 平取 清水牧場 424＋ 6 〃 アタマ 194．5�
611 ナ ム ラ ボ ス 牡3鹿 55 藤岡 康太奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 460＋ 21：26．41
 14．9�
12 トモジャアルマンド 牡3鹿 55 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 浦河 丸村村下

ファーム 492＋ 21：26．61 3．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，222，100円 複勝： 65，626，200円 枠連： 15，101，800円
馬連： 87，962，700円 馬単： 37，064，200円 ワイド： 78，251，400円
3連複： 140，694，200円 3連単： 140，519，900円 計： 613，442，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 170円 � 330円 � 570円 枠 連（2－7） 700円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，740円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 14，510円 3 連 単 ��� 52，670円

票 数

単勝票数 計 482221 的中 � 134507（1番人気）
複勝票数 計 656262 的中 � 123980（2番人気）� 48867（4番人気）� 24809（9番人気）
枠連票数 計 151018 的中 （2－7） 17190（2番人気）
馬連票数 計 879627 的中 �� 43216（5番人気）
馬単票数 計 370642 的中 �� 9687（7番人気）
ワイド票数 計 782514 的中 �� 30863（5番人気）�� 11789（20番人気）�� 5235（39番人気）
3連複票数 計1406942 的中 ��� 7754（47番人気）
3連単票数 計1405199 的中 ��� 2134（148番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．1―12．6―12．5―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．3―46．9―59．4―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．5
3 7（1，4）13（3，16）（6，5，10）11（12，14）（2，9）15－8 4 ・（7，1，4）13－（3，16）－（6，5，10，11）（2，9，12，15，14）－8

勝馬の
紹 介

ゲンパチマイティー �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2019．10．19 東京2着

2017．2．5生 牡3鹿 母 ネームヴァリュー 母母 マジソンカウンティ 6戦2勝 賞金 16，500，000円
［他本会外：1戦0勝］



26057 9月21日 晴 良 （2中京2） 第5日 第9競走 ��2，200�
か な や ま

金 山 特 別
発走14時25分 （芝・左）

3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

11 ディアマンミノル 牡3栗 54 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 460＋ 42：13．3 6．7�
55 キングオブドラゴン 牡3黒鹿54 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 478－ 22：13．51� 3．9�
79 ハギノエスペラント 牡3青鹿54 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 480－ 82：13．6� 9．7�
33 エカテリンブルク 牡3青鹿54 武 豊吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B502＋ 22：13．81� 2．7�
22 ダノンアポロン 牡5鹿 57 吉田 隼人�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 494＋ 22：14．01� 24．5�
44 エイトマイル 牡4芦 57 西村 淳也 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 490＋ 42：14．21� 62．5	
810 ノーウィック 牡3鹿 54 藤岡 康太
三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 460－ 62：14．41� 65．7�
67 ホウオウエクレール 牡3鹿 54 幸 英明小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 492－102：14．61� 7．6�
66 ボ ン ベ ー ル 牡4鹿 57 城戸 義政木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 476－ 22：15．02� 7．8
811 マグニフィクス 牡3栗 54 菱田 裕二 
社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 478－18 〃 クビ 31．7�
78 バルンストック 牡3黒鹿54 団野 大成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 義忠 新ひだか 桜井牧場 460－102：15．1� 61．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 44，999，600円 複勝： 63，648，100円 枠連： 13，263，000円
馬連： 79，904，400円 馬単： 38，268，500円 ワイド： 63，601，800円
3連複： 123，433，200円 3連単： 172，190，100円 計： 599，308，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 230円 � 160円 � 250円 枠 連（1－5） 1，330円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 520円 �� 940円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 19，830円

票 数

単勝票数 計 449996 的中 � 53114（3番人気）
複勝票数 計 636481 的中 � 66178（5番人気）� 120690（2番人気）� 60882（6番人気）
枠連票数 計 132630 的中 （1－5） 7934（5番人気）
馬連票数 計 799044 的中 �� 49088（5番人気）
馬単票数 計 382685 的中 �� 9587（14番人気）
ワイド票数 計 636018 的中 �� 33717（6番人気）�� 17237（14番人気）�� 24969（9番人気）
3連複票数 計1234332 的中 ��� 25808（13番人気）
3連単票数 計1721901 的中 ��� 6945（62番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．7―12．9―13．1―12．5―12．3―11．8―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．5―36．2―49．1―1：02．2―1：14．7―1：27．0―1：38．8―1：50．2―2：01．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディアマンミノル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2019．11．17 京都1着

2017．4．10生 牡3栗 母 イソノスワロー 母母 イソノルーブル 9戦2勝 賞金 25，493，000円
〔制裁〕 キングオブドラゴン号の騎手坂井瑠星は，決勝線手前で外側に斜行したことについて令和2年10月3日から令和2年10月

11日まで騎乗停止。（被害馬：3番）

26058 9月21日 晴 良 （2中京2） 第5日 第10競走 ��
��1，600�2010メモリアル ブエナビスタカップ

発走15時00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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

813 ク リ ス テ ィ 牝3芦 53 松若 風馬薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ
アーム 482± 01：33．3 3．7�

45 チュウワノキセキ 牡3鹿 55 松山 弘平中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：33．4� 3．6�
58 ナンヨープランタン 牡5黒鹿57 和田 竜二中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B458－ 8 〃 クビ 19．2�
22 サンライズオネスト 牡3黒鹿55 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 41：33．61	 3．9�
57 リュクスポケット 牡5栗 57 斎藤 新田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 510－12 〃 クビ 37．7�
610 ラストヌードル 牡4鹿 57 藤岡 佑介増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：33．8
 14．7�
711 ジュンライトボルト 牡3鹿 55 藤井勘一郎河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466± 01：34．01	 7．1	
814 スラッシュメタル 牡5鹿 57 吉田 隼人吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 474＋ 6 〃 クビ 93．7

11 ウォークザライン 牡4栗 57 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 478－ 21：34．1� 92．8�
712 メイケイハリアー 牡4芦 57 富田 暁名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 482± 01：34．31� 19．4
33 � アルディテッツァ 牡4鹿 57 �島 克駿�G1レーシング 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494－ 6 〃 アタマ 55．8�
46 エングローサー 牡5鹿 57 藤岡 康太中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 498－141：34．4クビ 25．1�
34 ホッコーシェルビー 牡4黒鹿57 岩田 望来北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 506－ 6 〃 ハナ 192．5�
69 アーデルワイゼ 牝5青鹿55 団野 大成 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B458－ 81：34．61 25．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 70，463，900円 複勝： 93，493，600円 枠連： 21，330，200円
馬連： 146，176，300円 馬単： 57，597，800円 ワイド： 106，020，100円
3連複： 225，509，900円 3連単： 255，532，700円 計： 976，124，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 160円 � 300円 枠 連（4－8） 840円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，290円 �� 970円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 17，600円

票 数

単勝票数 計 704639 的中 � 148413（2番人気）
複勝票数 計 934936 的中 � 162821（2番人気）� 161864（3番人気）� 65343（6番人気）
枠連票数 計 213302 的中 （4－8） 20231（4番人気）
馬連票数 計1461763 的中 �� 116923（3番人気）
馬単票数 計 575978 的中 �� 24419（5番人気）
ワイド票数 計1060201 的中 �� 65082（3番人気）�� 20817（15番人気）�� 28226（9番人気）
3連複票数 計2255099 的中 ��� 35349（12番人気）
3連単票数 計2555327 的中 ��� 11615（35番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―11．5―11．5―11．4―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．4―46．9―58．4―1：09．8―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

ク リ ス テ ィ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．20 中京2着

2017．4．7生 牝3芦 母 ホワイトアルバム 母母 マッキーロイヤル 8戦3勝 賞金 43，658，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



26059 9月21日 晴 良 （2中京2） 第5日 第11競走 ��
��1，800�JRAアニバーサリーステークス

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3
歳54�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
1：47．6
1：47．6

重
重

23 ダイアナブライト 牝4鹿 55 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 448－ 41：51．3 15．9�
36 オーケストラ �5鹿 57 斎藤 新原 	子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B496＋ 8 〃 アタマ 19．2�
11 ニューモニュメント 牡4鹿 57 松山 弘平前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 484－ 41：51．4
 3．3�
59 � アイアムレジェンド 牡4鹿 57 和田 竜二�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 486－10 〃 アタマ 43．1�
24 マ リ オ 牡5鹿 57 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 498＋ 21：51．61 12．4�
12 � ツブラナヒトミ 牡5栗 57 団野 大成加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 500－ 4 〃 アタマ 12．1	
612 マイネルカイノン 牡5青鹿57 国分 恭介 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 506± 01：51．7クビ 66．0�
35 タガノヴェローナ 牝6芦 55 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 494－ 61：52．12 48．1�
714 スズカフェスタ 牡5栗 57 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 502± 01：52．31 63．9

713 ララメダイユドール 牡6鹿 57 荻野 琢真フジイ興産
 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 506± 01：52．5
 149．8�
（法942）

815 タ イ サ イ 牡4栗 57 中井 裕二椎名 節氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大
作ステーブル 488＋101：53．03 25．4�

47 ショートストーリー 牡7黒鹿57 太宰 啓介ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B494－12 〃 ハナ 43．7�

510 アスターマリンバ 牡3黒鹿54 松若 風馬加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 520＋ 41：54．610 4．7�
48 メイショウラケーテ 牡6黒鹿57 岩田 康誠松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 458± 01：55．98 43．0�
611 ビッグアイランド 牡6鹿 57 藤井勘一郎前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 B528－ 21：57．49 111．8�
816 メイショウソテツ 牡4青 57 武 豊松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 B516＋101：58．99 3．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 96，297，000円 複勝： 125，037，300円 枠連： 61，335，100円
馬連： 299，290，700円 馬単： 120，439，500円 ワイド： 195，199，900円
3連複： 520，740，900円 3連単： 632，156，100円 計： 2，050，496，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 400円 � 420円 � 170円 枠 連（2－3） 3，890円

馬 連 �� 14，070円 馬 単 �� 26，470円

ワ イ ド �� 3，660円 �� 1，270円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 15，350円 3 連 単 ��� 152，920円

票 数

単勝票数 計 962970 的中 � 48167（6番人気）
複勝票数 計1250373 的中 � 71212（6番人気）� 66608（7番人気）� 246667（1番人気）
枠連票数 計 613351 的中 （2－3） 12610（14番人気）
馬連票数 計2992907 的中 �� 17008（38番人気）
馬単票数 計1204395 的中 �� 3639（73番人気）
ワイド票数 計1951999 的中 �� 13737（39番人気）�� 41369（11番人気）�� 48973（8番人気）
3連複票数 計5207409 的中 ��� 27132（44番人気）
3連単票数 計6321561 的中 ��� 3307（414番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―12．4―12．2―11．8―12．3―13．0―13．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―35．9―48．1―59．9―1：12．2―1：25．2―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．1
1
3
8（10，16）－14－9（6，13）15（1，3）（2，5，11）4－12，7
8－10，16－（14，9）－（6，13）（1，15）3（2，5，11）4（12，7）

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

勝馬の
紹 介

ダイアナブライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Oratorio デビュー 2019．2．10 京都2着

2016．1．28生 牝4鹿 母 チェリーコレクト 母母 Holy Moon 11戦4勝 賞金 51，407，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビッグアイランド号・メイショウソテツ号は，「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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 インターセクション号・エクスパートラン号・エスト号・カフジジュピター号・シホノフォルテ号・スペクター号・

トワイライトタイム号・ローザノワール号

26060 9月21日 晴 良 （2中京2） 第5日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時10分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

11 シャドウブロッサム 牝3鹿 53 松山 弘平飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 450＋ 21：08．7 7．9�
816 アングルティール 牝5黒鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B434＋ 81：09．02 27．5�
12 オメガハートクィン 牝4黒鹿55 和田 竜二原 	子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 446＋ 41：09．1クビ 15．3�
35 
 サトノソレイユ 牝4鹿 55 藤井勘一郎 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 英

Mt. Brilliant
Broodmares II,
LLC

488－ 6 〃 アタマ 30．2�
36 アサケエース 牡3鹿 55

52 ▲泉谷 楓真大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 424＋ 2 〃 ハナ 11．2�
24 スワーヴドン 牡3鹿 55 坂井 瑠星�NICKS 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：09．2� 8．5	
48 ペイシャクレア 牝4鹿 55 国分 優作北所 直人氏 坂口 智康 浦河 杵臼斉藤牧場 424－10 〃 ハナ 35．0

23 
 ゼ ツ エ イ 牡3鹿 53 福永 祐一吉田 和美氏 音無 秀孝 豪 Raffles Dancers

（N Z）Pty Ltd 492－ 4 〃 アタマ 2．2�
714 アーモロート 牝3黒鹿 53

52 ☆岩田 望来 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 494－161：09．3� 6．0
510
 チャリオット 牝4芦 55

53 △亀田 温心�ラ・メール 松下 武士 愛 La Mere
Co. Ltd 468＋ 41：09．4� 305．9�

59 
 スマートルシア 牝3芦 53 川須 栄彦大川 徹氏 河内 洋 米 Wind Hill
Farm 448－101：09．5クビ 68．6�

611 ジ ゴ ロ 牡4青鹿57 吉田 隼人安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 466± 0 〃 クビ 83．1�
612 ソウルユニバンス �3黒鹿55 西村 淳也亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474＋101：09．6� 193．4�
817 プリモプレミオ 牝4黒鹿 55

54 ☆斎藤 新堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 444－ 8 〃 アタマ 269．4�
713 メイショウラバンド 牝9鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 478－ 21：10．02� 74．3�
715 コズミックランナー 牡3栗 55

54 ☆団野 大成�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 452＋ 41：10．1クビ 170．9�
47 
 コンバットマーチ 牝3芦 53 藤岡 康太岡田 牧雄氏 吉村 圭司 米 Jay Goodwin

& Brian Foret 450＋ 2 〃 クビ 149．7�
818 ウインドラブリーナ 牝3黒鹿53 幸 英明福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 420± 01：14．0大差 12．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 97，799，500円 複勝： 133，695，600円 枠連： 38，918，500円
馬連： 185，531，800円 馬単： 74，058，000円 ワイド： 153，925，900円
3連複： 313，862，400円 3連単： 376，136，200円 計： 1，373，927，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 270円 � 550円 � 570円 枠 連（1－8） 2，690円

馬 連 �� 12，820円 馬 単 �� 21，500円

ワ イ ド �� 3，190円 �� 1，860円 �� 6，140円

3 連 複 ��� 54，900円 3 連 単 ��� 331，390円

票 数

単勝票数 計 977995 的中 � 98952（3番人気）
複勝票数 計1336956 的中 � 147632（3番人気）� 59827（7番人気）� 57870（8番人気）
枠連票数 計 389185 的中 （1－8） 11569（11番人気）
馬連票数 計1855318 的中 �� 11570（34番人気）
馬単票数 計 740580 的中 �� 2755（55番人気）
ワイド票数 計1539259 的中 �� 12838（30番人気）�� 22321（19番人気）�� 6587（48番人気）
3連複票数 計3138624 的中 ��� 4573（129番人気）
3連単票数 計3761362 的中 ��� 908（701番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．5―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―46．0―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．2
3 ・（5，7，10）（1，18）（3，8，12）（2，6，16）（4，9）17（11，13）14，15 4 5（7，10）（1，3，8，18，16）（2，12）（4，6）（11，9，17）（15，13，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シャドウブロッサム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Roi Normand デビュー 2019．8．25 新潟3着

2017．2．13生 牝3鹿 母 ヒアトゥウィン 母母 Ascot Belle 10戦2勝 賞金 23，354，000円
〔その他〕 ウインドラブリーナ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ウインドラブリーナ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年10月21日まで出走できない。

４レース目



（2中京2）第5日 9月21日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

196，660，000円
4，320，000円
30，850，000円
1，350，000円
21，780，000円
67，411，000円
4，372，500円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
646，586，200円
830，614，600円
211，987，400円
1，177，046，300円
537，105，800円
937，041，600円
1，934，696，200円
2，413，401，300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 8，688，479，400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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