
25037 9月20日 曇 良 （2中山4） 第4日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

45 ニシノライトニング 牡2鹿 54
52 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 482－ 21：12．9 2．7�

813 ビーマイベイビー 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 436± 01：13．11� 6．4�
68 トーセンアルル 牝2栗 54

51 ▲山田 敬士島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 474－ 41：13．84 21．8�

22 バルネージュ �2芦 54 木幡 巧也手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 498－ 4 〃 クビ 3．8�
812 ヴァルプルギス 牡2鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 444＋ 21：13．9� 56．6	
44 コスモマッドネス 牡2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 シンカンファーム 464＋161：14．32� 26．2

710 イデアエスクロー 牡2鹿 54 丸山 元気益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 468± 0 〃 ハナ 5．3�
11 ジョイライド 牡2栗 54 江田 照男グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 494＋ 21：14．4クビ 13．2�
33 スノーフレイム 牡2芦 54 丸田 恭介松谷 翔太氏 石栗 龍彦 むかわ 上水牧場 464－ 61：14．61� 135．1
57 ブレスロガール 牝2芦 54 野中悠太郎ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 大典牧場 B446－ 21：14．92 72．1�
69 ハンデンアミーラ 牝2鹿 54 岩部 純二坂田 行夫氏 石毛 善彦 新冠 川上牧場 428＋ 41：15．21� 371．6�
711 アポロカイト 牡2鹿 54 武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 新ひだか 岡野牧場 B462－ 81：15．3� 49．6�
56 スターオブブラッド 牡2鹿 54

51 ▲小林 凌大光安 了氏 土田 稔 日高 天羽牧場 428－ 61：15．51 129．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 38，085，000円 複勝： 45，234，600円 枠連： 11，511，500円
馬連： 63，382，400円 馬単： 32，629，400円 ワイド： 52，597，000円
3連複： 96，393，500円 3連単： 113，378，100円 計： 453，211，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 180円 � 350円 枠 連（4－8） 810円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 380円 �� 810円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 4，760円 3 連 単 ��� 16，200円

票 数

単勝票数 計 380850 的中 � 114459（1番人気）
複勝票数 計 452346 的中 � 92339（2番人気）� 68341（4番人気）� 25871（6番人気）
枠連票数 計 115115 的中 （4－8） 10947（4番人気）
馬連票数 計 633824 的中 �� 51262（4番人気）
馬単票数 計 326294 的中 �� 15154（4番人気）
ワイド票数 計 525970 的中 �� 38894（2番人気）�� 16041（10番人気）�� 11861（13番人気）
3連複票数 計 963935 的中 ��� 15160（15番人気）
3連単票数 計1133781 的中 ��� 5073（50番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．8―12．3―12．4―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．4―46．7―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノライトニング �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．6．13 東京8着

2018．3．4生 牡2鹿 母 ニシノモンクス 母母 パープルストック 4戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 コスモマッドネス号の騎手柴田大知は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：1番・9番・12

番）

25038 9月20日 曇 良 （2中山4） 第4日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10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
1：46．4
1：44．5

良
良

22 サンズオブタイム 牡2黒鹿54 横山 典弘ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482＋ 81：50．3 2．4�

59 アラモードバイオ 牡2栗 54 石橋 脩バイオ� 牧 光二 日高 中館牧場 492＋ 2 〃 アタマ 2．5�
11 ロ ス コ フ 牡2鹿 54 田辺 裕信吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 474－ 41：50．4� 7．3�
47 マイネルレガシー 牡2鹿 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 日高 日高大洋牧場 452－ 21：50．82� 35．7�
34 ブライテストダーク 牡2栗 54 木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 21：51．11� 15．5�
23 スズノナデシコ 牝2鹿 54 三浦 皇成小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか タガミファーム 510－ 61：51．2� 20．2	
58 フェスティヴノンノ 牝2栗 54 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 460－ 41：51．51� 61．0

611 コ ー チ ェ ラ 牡2鹿 54 津村 明秀山口 裕介氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 460－ 61：51．6� 91．6�
610 フレンドジェイ 牡2栗 54

51 ▲山田 敬士横尾 晴人氏 南田美知雄 青森 青南ムラカミ
ファーム 452－ 21：51．7クビ 193．0�

712 アルマヴァーゴ 牝2鹿 54 内田 博幸コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 小島牧場 432－ 41：52．12� 245．6
713 リネンデザイン 牝2栗 54 丸田 恭介戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 482－ 61：52．2� 17．1�
46 ベルザキャット 牝2栗 54 西村 太一�ミルファーム 高橋 文雅 新ひだか 岡田牧場 438－ 21：52．83� 346．5�
814 シ ヴ ァ タ ウ 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 城地牧場 452－ 41：52．9� 502．6�
815 モッツアフィアート 牝2鹿 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 白井牧場 446－ 41：53．11� 272．4�
35 フ カ イ 牡2栗 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 萱野 浩二 日高 千葉飯田牧場 472－ 61：53．63 102．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，020，900円 複勝： 70，086，100円 枠連： 11，610，900円
馬連： 74，944，400円 馬単： 39，621，400円 ワイド： 60，486，500円
3連複： 119，091，900円 3連単： 146，028，200円 計： 568，890，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（2－5） 270円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 160円 �� 240円 �� 280円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 2，020円

票 数

単勝票数 計 470209 的中 � 159726（1番人気）
複勝票数 計 700861 的中 � 170027（2番人気）� 251928（1番人気）� 75531（3番人気）
枠連票数 計 116109 的中 （2－5） 32544（1番人気）
馬連票数 計 749444 的中 �� 183278（1番人気）
馬単票数 計 396214 的中 �� 47213（2番人気）
ワイド票数 計 604865 的中 �� 113626（1番人気）�� 59802（2番人気）�� 47470（3番人気）
3連複票数 計1190919 的中 ��� 169956（1番人気）
3連単票数 計1460282 的中 ��� 52269（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．0―37．4―50．2―1：02．3―1：14．0―1：25．4―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．3
1
3
9，13（3，8）（5，15）7（2，6）11，4，14，10，1－12
9，13（3，8）（5，7，15）2（6，11）4（10，1）12，14

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

勝馬の
紹 介

サンズオブタイム �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Red Ransom デビュー 2020．7．25 新潟10着

2018．2．15生 牡2黒鹿 母 デザートチル 母母 Storm Song 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 ベルザキャット号の騎手西村太一は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000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。
（非当選馬） 4頭 エミージョ号・ツクバエクレール号・トーセンカトリーヌ号・ナイトアルニラム号

第４回 中山競馬 第４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



25039 9月20日 曇 良 （2中山4） 第4日 第3競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走11時10分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

48 タマモブトウカイ 牡2鹿 54 横山 武史タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 452－ 81：56．7 3．5�
611 エコロカナワン 牡2鹿 54 木幡 初也原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B486± 01：57．97 8．1�
12 アンクラウデッド 牡2栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 484＋ 61：58．11� 4．3�
23 タイセイマーベル 牡2栗 54 津村 明秀田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム 492＋ 41：58．2� 102．5�
35 ロングテール 牡2鹿 54 内田 博幸保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：58．3クビ 26．4	
11 コスモコラッジョ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 金石牧場 468＋ 2 〃 ハナ 15．8

59 マイネルデルフト 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 大北牧場 456＋10 〃 アタマ 46．0�
816 エクスカリバー 牡2鹿 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 446＋ 8 〃 クビ 214．3�
510 スズノイナズマ 牡2青鹿 54

52 ◇藤田菜七子小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 460＋121：58．93� 123．8
47 モンサンラディウス 牡2鹿 54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 496＋ 61：59．11 3．9�
713 フィジータイム 牡2鹿 54 江田 照男 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B472－101：59．95 135．4�
714 アンゼンダイイチ 牝2芦 54 野中悠太郎由井健太郎氏 稲垣 幸雄 新ひだか タイヘイ牧場 488＋ 42：01．17 54．8�
36 フ ァ ー ブ ラ 牝2黒鹿54 石川裕紀人星野 祐介氏 相沢 郁 浦河 帰山 清貴 448± 02：01．41� 17．6�
815 セイカトサイナリ 牝2栗 54 丸田 恭介久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 462＋102：02．14 197．5�
24 フライトメモリア 牝2鹿 54 原田 和真 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 日高 荒井ファーム 476＋ 22：02．31� 18．7�
612 ムスタクッカ 牝2青鹿 54

52 △菅原 明良村上 卓史氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 490＋ 82：06．2大差 90．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，932，400円 複勝： 57，969，400円 枠連： 15，334，500円
馬連： 67，898，500円 馬単： 29，777，800円 ワイド： 56，982，200円
3連複： 104，229，200円 3連単： 107，882，200円 計： 481，006，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 160円 � 150円 枠 連（4－6） 670円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 450円 �� 340円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 10，640円

票 数

単勝票数 計 409324 的中 � 96609（1番人気）
複勝票数 計 579694 的中 � 121133（1番人気）� 85728（4番人気）� 98460（2番人気）
枠連票数 計 153345 的中 （4－6） 17539（2番人気）
馬連票数 計 678985 的中 �� 39874（4番人気）
馬単票数 計 297778 的中 �� 10036（7番人気）
ワイド票数 計 569822 的中 �� 32122（4番人気）�� 45094（2番人気）�� 22156（6番人気）
3連複票数 計1042292 的中 ��� 47022（2番人気）
3連単票数 計1078822 的中 ��� 7345（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．3―52．0―1：04．9―1：17．3―1：30．2―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモブトウカイ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．8．29 札幌4着

2018．4．4生 牡2鹿 母 タマモボレロ 母母 チャームダンス 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フライトメモリア号・ムスタクッカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月

20日まで平地競走に出走できない。
セイカトサイナリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月20日まで平地競
走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アスキットローラ号

25040 9月20日 曇 良 （2中山4） 第4日 第4競走 ��1，200�2歳新馬
発走11時40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
1：07．8
1：07．5

良
良

714 セイウンエンプレス 牝2黒鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 本間 忍 日高 西山牧場 386 ―1：10．8 30．6�
815 クラブジャズ 牝2栗 54 大野 拓弥市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 千歳 社台ファーム 426 ―1：10．9� 5．1�
35 リュウノクララ 牝2芦 54 横山 和生蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 442 ―1：11．11� 15．0�
24 ユキノファラオ 牡2鹿 54 横山 典弘井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 468 ―1：11．2� 5．1�
59 プレカーリー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 412 ―1：11．51� 46．7	
612 リュウノハイジ 牝2青鹿54 柴山 雄一蓑島 竜一氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 440 ―1：11．6� 18．7

713 レーヴドモンド 牝2鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 422 ―1：11．7� 4．4�
36 グロリユーノワール 牝2鹿 54 野中悠太郎 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 440 ―1：11．8� 25．3�
23 リリーホワイト 牝2栗 54 丸山 元気�レッドマジック金成 貴史 浦河 杵臼牧場 432 ― 〃 クビ 7．0
48 カネショウルーイ 牡2鹿 54 丹内 祐次清水 正裕氏 古賀 史生 伊達 高橋農場 474 ― 〃 クビ 45．2�
47 エコロブラスト 牡2鹿 54 木幡 巧也原村 正紀氏 伊藤 大士 新冠 パカパカ

ファーム 504 ―1：11．9クビ 41．5�
611 シゲルブイン 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士森中 蕃氏 深山 雅史 日高 シンボリ牧場 452 ―1：12．0� 138．2�
816 ウインターベア 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 原田 久司 400 ―1：12．53 189．0�
510 ココナチャン 牝2鹿 54 石橋 脩川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 久井牧場 432 ―1：12．82 7．7�
12 ビップエレナ 牝2芦 54 吉田 豊鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 468 ―1：13．43� 76．8�
11 ビッグブルールーフ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也大屋 高広氏 田中 剛 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 466 ― 〃 クビ 75．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，558，900円 複勝： 49，507，300円 枠連： 16，370，600円
馬連： 60，430，000円 馬単： 25，197，300円 ワイド： 49，939，500円
3連複： 88，197，800円 3連単： 87，731，900円 計： 416，933，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，060円 複 勝 � 760円 � 210円 � 440円 枠 連（7－8） 790円

馬 連 �� 4，700円 馬 単 �� 10，710円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 6，090円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 28，830円 3 連 単 ��� 156，270円

票 数

単勝票数 計 395589 的中 � 10971（9番人気）
複勝票数 計 495073 的中 � 14597（9番人気）� 76807（3番人気）� 27434（6番人気）
枠連票数 計 163706 的中 （7－8） 15981（3番人気）
馬連票数 計 604300 的中 �� 9949（15番人気）
馬単票数 計 251973 的中 �� 1763（36番人気）
ワイド票数 計 499395 的中 �� 7077（20番人気）�� 2067（60番人気）�� 8975（12番人気）
3連複票数 計 881978 的中 ��� 2294（92番人気）
3連単票数 計 877319 的中 ��� 407（489番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．4―11．7―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―34．7―46．4―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．1
3 ・（1，10）（13，15）（14，16）－6（5，9）－（7，11）（2，12）（8，4）3 4 ・（1，10，13，15）14，16（6，5）－9（7，11）（2，12）4，8，3

勝馬の
紹 介

セイウンエンプレス �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2018．2．8生 牝2黒鹿 母 リ ッ プ ル 母母 レインボーリップル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アルトヴォラーレ号・エレボアブランシュ号・コスモグランカナル号・ナイスデアイ号・フミエイター号・

ベンタロン号・ホノノルーカ号・マリノアマービレ号・メイジュオーシャン号・ヤエノリバー号



25041 9月20日 曇 良 （2中山4） 第4日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時30分 （芝・右・外）

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
1：33．4
1：32．3

良
良

23 ペイシャフェスタ 牝2栗 54 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 490 ―1：36．7 15．9�
59 ラ ン グ ロ ワ 牝2青鹿 54

52 ◇藤田菜七子ムーティエR 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 430 ―1：37．02 31．6�
510 マオノジーナス 牝2青鹿54 田辺 裕信湯浅 健司氏 黒岩 陽一 日高 長谷川牧場 442 ―1：37．21� 3．8�
36 セレンゲティ 牝2芦 54 横山 武史 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 444 ―1：37．3クビ 2．5�
816 エレフセリア 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 426 ―1：37．51� 27．7	
12 クレールフォルム 牝2栗 54 吉田 豊 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム 480 ― 〃 ハナ 12．3

713 ナ ム ラ モ ヨ 牝2青鹿54 石川裕紀人奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 八田ファーム 466 ―1：37．92� 9．7�
47 ゴールデンシエロ 牝2栗 54 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 新ひだか 坂本 智広 508 ―1：38．11� 56．3�
11 ジュンココロ 牝2鹿 54 木幡 巧也河合 純二氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 448 ― 〃 ハナ 18．5
35 オショロコマ 牝2栗 54 北村 宏司越村 哲男氏 勢司 和浩 洞�湖 レイクヴィラファーム 474 ―1：38．2クビ 108．4�
815 ハンデンクィーン 牝2鹿 54 岩部 純二坂田 行夫氏 加藤 和宏 日高 新井 昭二 400 ―1：38．41� 311．2�
612 マインサファイア 牝2鹿 54 黛 弘人峰 哲馬氏 柄崎 孝 新ひだか 藤吉牧場 418 ―1：39．03� 166．8�
24 レジーナピアノ 牝2鹿 54

52 △菅原 明良永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 浦河 赤田牧場 494 ―1：39．21� 95．9�
48 ニシノラフィカ 牝2青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 杵臼牧場 402 ―1：39．41 52．0�
714 キャンディキューブ 牝2黒鹿54 石橋 脩原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 452 ―1：39．5� 10．8�
611 ウェイヴアナリシス 牝2栗 54 内田 博幸ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422 ―1：44．9大差 98．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，750，500円 複勝： 45，443，600円 枠連： 16，392，800円
馬連： 62，330，300円 馬単： 29，229，100円 ワイド： 51，499，300円
3連複： 94，544，600円 3連単： 101，838，000円 計： 446，028，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 370円 � 620円 � 170円 枠 連（2－5） 2，250円

馬 連 �� 13，090円 馬 単 �� 29，500円

ワ イ ド �� 3，300円 �� 960円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 14，740円 3 連 単 ��� 156，750円

票 数

単勝票数 計 447505 的中 � 23776（6番人気）
複勝票数 計 454436 的中 � 28650（6番人気）� 15788（9番人気）� 88282（2番人気）
枠連票数 計 163928 的中 （2－5） 5631（7番人気）
馬連票数 計 623303 的中 �� 3688（36番人気）
馬単票数 計 292291 的中 �� 743（75番人気）
ワイド票数 計 514993 的中 �� 3895（33番人気）�� 14102（10番人気）�� 9980（15番人気）
3連複票数 計 945446 的中 ��� 4809（52番人気）
3連単票数 計1018380 的中 ��� 471（443番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．1―12．0―11．9―11．7―12．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．6―36．7―48．7―1：00．6―1：12．3―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

ペイシャフェスタ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2018．4．26生 牝2栗 母 スプリングフェスタ 母母 スプリングチケット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ペイシャフェスタ号の騎手武士沢友治は，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50，000円。（被害馬：6

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウェイヴアナリシス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月20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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エクラサンザレ号・カシマポポ号・セイスフィア号・タイセイラグーン号・ノーデザイア号・フジツボノミヤ号・

ラヴィズミニオン号

25042 9月20日 曇 良 （2中山4） 第4日 第6競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時00分 （ダート・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
1：48．5
1：47．6

重
重

47 ナスノフォルテ 牝3黒鹿52 横山 典弘�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 478＋161：55．6 5．4�

24 アドアステラ 牝4栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B448－ 21：55．7� 3．9�
815 ガルナッチャ 牝3栗 52 横山 和生チームユッキレーシング 鹿戸 雄一 日高 広富牧場 444＋181：56．02 11．4�
35 ユースフルラヴ 牝3黒鹿52 黛 弘人吉田 晴哉氏 田中 博康 安平 追分ファーム 422＋ 8 〃 ハナ 26．4�
59 サツキワルツ 牝5鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 462＋ 41：56．31� 77．3	
510� ココリモアナ 牝5鹿 55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 472＋101：56．4� 28．0

611 ゴールデンフィジー 牝5鹿 55 石橋 脩吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 81：56．61� 32．6�
36 ヤ マ メ 牝3黒鹿 52

49 ▲小林 脩斗越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 458＋ 41：56．7クビ 79．5�
48 タイセイプルミエ 牝3鹿 52

49 ▲原 優介田中 成奉氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 472＋ 21：56．8� 26．4
612 ミモザゴール 牝3鹿 52 三浦 皇成 �京都ホースレーシング 加藤士津八 浦河 カナイシスタッド 482± 01：57．11� 2．3�
713 ヒートライトニング 牝3栗 52 武藤 雅藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 454＋ 21：57．2� 33．4�
11 ミツカネラクリス 牝4鹿 55 嘉藤 貴行小山田 満氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 492＋ 21：57．4� 44．6�
23 ライクアジュエリー 牝3鹿 52 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 462－ 21：57．93 78．6�
12 ラ マ ト リ ス 牝3芦 52 大野 拓弥吉田 晴哉氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540＋141：58．64 22．4�
714 ナーシサステソーロ 牝3芦 52

50 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 446＋ 21：58．7� 64．3�

816� ケイティマドンナ 牝4栗 55 江田 照男瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 岡野牧場 458＋ 21：59．55 239．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，678，500円 複勝： 75，004，300円 枠連： 15，121，100円
馬連： 84，124，500円 馬単： 38，432，000円 ワイド： 74，069，800円
3連複： 130，701，900円 3連単： 141，608，300円 計： 610，740，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 170円 � 280円 枠 連（2－4） 1，060円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 570円 �� 790円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 24，700円

票 数

単勝票数 計 516785 的中 � 75300（3番人気）
複勝票数 計 750043 的中 � 104285（3番人気）� 128280（2番人気）� 60819（4番人気）
枠連票数 計 151211 的中 （2－4） 11012（3番人気）
馬連票数 計 841245 的中 �� 41784（4番人気）
馬単票数 計 384320 的中 �� 8831（9番人気）
ワイド票数 計 740698 的中 �� 34393（3番人気）�� 23694（5番人気）�� 21229（7番人気）
3連複票数 計1307019 的中 ��� 20542（11番人気）
3連単票数 計1416083 的中 ��� 4155（56番人気）

ハロンタイム 12．5―12．5―13．7―13．7―12．6―12．6―12．4―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―25．0―38．7―52．4―1：05．0―1：17．6―1：30．0―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナスノフォルテ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．8．18 札幌8着

2017．4．17生 牝3黒鹿 母 ナスノシベリウス 母母 Cradlesong 9戦2勝 賞金 18，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シャンボールロッソ号



25043 9月20日 曇 良 （2中山4） 第4日 第7競走 ��2，500�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （芝・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
2：29．5
2：28．2

良
良

711 ベデザンジュ 牝3鹿 52 横山 典弘�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432－ 42：35．7 2．1�

69 エクセレントラン 牡3鹿 54 柴田 善臣田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 474＋ 22：36．02 3．8�
57 ポーラーサマー 牡3黒鹿54 黛 弘人ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520－16 〃 アタマ 7．1�
45 クィーンユニバンス 牝4鹿 55 内田 博幸亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 512± 02：36．1クビ 214．4�
610 インペリアルフィズ 牡6栗 57 石橋 脩 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B476＋ 22：36．2� 23．5	
33 ラヴィアンレーヴ 牡4鹿 57 石川裕紀人 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 450－142：36．3� 16．4

11 カイザースクルーン �4芦 57 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 42：36．51� 8．0�
712 ロマンテソーロ 牝5青鹿 55

53 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 竹内 正洋 新ひだか 幌村牧場 458＋ 42：37．03 30．7�

34 ウシュバテソーロ 牡3鹿 54 江田 照男了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 510－ 22：37．31� 11．5

58 サイレントクララ 牝4黒鹿55 大野 拓弥吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 510± 02：37．51 92．8�
22 ロビンズソング �5黒鹿57 西田雄一郎吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B540＋222：37．82 144．0�
814 ジ ャ ッ キ ー 牡6栗 57

54 ▲小林 脩斗本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 484＋ 42：38．01	 128．8�
46 ジュピターズライト 牡4鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 464＋ 82：38．1� 79．0�
813
 ロイヤルディクリー 牡5鹿 57

54 ▲山田 敬士Mr．ホース 小桧山 悟 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 534＋ 42：38．2クビ 220．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，899，600円 複勝： 67，195，300円 枠連： 15，795，400円
馬連： 85，505，700円 馬単： 37，612，700円 ワイド： 67，104，300円
3連複： 124，012，200円 3連単： 140，133，900円 計： 586，259，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 120円 � 170円 枠 連（6－7） 380円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 220円 �� 320円 �� 400円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 3，100円

票 数

単勝票数 計 488996 的中 � 179128（1番人気）
複勝票数 計 671953 的中 � 172058（1番人気）� 152736（2番人気）� 77041（3番人気）
枠連票数 計 157954 的中 （6－7） 31990（1番人気）
馬連票数 計 855057 的中 �� 146979（1番人気）
馬単票数 計 376127 的中 �� 35263（1番人気）
ワイド票数 計 671043 的中 �� 86488（1番人気）�� 52345（2番人気）�� 38599（4番人気）
3連複票数 計1240122 的中 ��� 96175（1番人気）
3連単票数 計1401339 的中 ��� 32725（1番人気）

ハロンタイム 7．5―11．9―12．3―12．5―12．7―13．4―12．5―12．4―11．8―11．8―12．0―12．5―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．5―19．4―31．7―44．2―56．9―1：10．3―1：22．8―1：35．2―1：47．0―1：58．8―2：10．8―2：23．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベデザンジュ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．5．16 新潟2着

2017．5．22生 牝3鹿 母 アナンジュパス 母母 エンゼルカロ 4戦2勝 賞金 16，700，000円

25044 9月20日 曇 良 （2中山4） 第4日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時00分 （500万円以下） （ダート・右）
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

56 � プレストレジェーロ 牝3鹿 53
50 ▲小林 凌大米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 小倉 光博 448＋ 41：12．0 6．4�

710 グラドゥアーレ 牡6栗 57 丸山 元気 �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：12．21	 4．5�
11 ナ ム ラ ブ ル 牡4鹿 57 丸田 恭介奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 478－ 41：12．41	 63．6�
57 タマノジュメイラ 牝4鹿 55 田辺 裕信玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B484＋ 8 〃 ハナ 7．1�
812 ココロノイコロ 牡5黒鹿 57

55 ◇藤田菜七子海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 436－ 81：12．6
 7．3�
813� スマートグランダム 牝4栗 55 木幡 巧也大川 徹氏 加藤 征弘 加 Josham Farms

Limited 524＋ 21：12．7
 10．0	
68 ジェラペッシュ 牝3鹿 53 横山 武史柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 B444± 01：12．9
 9．4

33 ルヴァンヴェール 牡3鹿 55 江田 照男 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B486＋ 6 〃 クビ 23．0�
69 アナンダライト �3栗 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 500－18 〃 ハナ 5．3
711� スズカアポロ 牡9黒鹿57 岩部 純二永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B474＋181：13．32 25．6�
44 � ヨークテソーロ 牝4鹿 55

53 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 愛 Rabbah Blood-

stock Limited 440＋ 81：13．4クビ 11．3�
22 �� ワンダーセトラ 牡6鹿 57

54 ▲小林 脩斗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 米 Meg Buckley &

Mike Buckley 494± 01：13．93 191．2�
45 � クリノマンジェリカ 牝4青鹿 55

52 ▲秋山 稔樹栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 村上牧場 458－ 21：14．43 86．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 42，322，800円 複勝： 58，969，700円 枠連： 17，462，200円
馬連： 90，508，200円 馬単： 37，060，900円 ワイド： 67，182，800円
3連複： 129，574，100円 3連単： 135，542，800円 計： 578，623，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 230円 � 160円 � 910円 枠 連（5－7） 680円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 600円 �� 3，790円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 18，740円 3 連 単 ��� 69，540円

票 数

単勝票数 計 423228 的中 � 52519（3番人気）
複勝票数 計 589697 的中 � 66067（4番人気）� 119097（1番人気）� 12480（11番人気）
枠連票数 計 174622 的中 （5－7） 19674（2番人気）
馬連票数 計 905082 的中 �� 44262（3番人気）
馬単票数 計 370609 的中 �� 9060（5番人気）
ワイド票数 計 671828 的中 �� 30639（3番人気）�� 4385（45番人気）�� 5342（41番人気）
3連複票数 計1295741 的中 ��� 5183（75番人気）
3連単票数 計1355428 的中 ��� 1413（295番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．4―12．2―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．7―45．9―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．3
3 5，6，4（7，11，12）－（2，1，13）－10，9，3－8 4 ・（5，6）（4，7）12（1，11）（10，13）2，9，3－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�プレストレジェーロ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 カ ネ ヒ キ リ （1戦0勝 賞金 0円）

2017．2．18生 牝3鹿 母 ユ ズ チ ャ ン 母母 セイリングシップ 9戦1勝 賞金 11，290，000円
地方デビュー 2019．6．5 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※タマノジュメイラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



25045 9月20日 曇 良 （2中山4） 第4日 第9競走 ��
��1，800�

のこぎりやま

鋸 山 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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

59 キタノオクトパス 牡3鹿 54 田辺 裕信北所 直人氏 高木 登 新ひだか 見上牧場 546± 01：52．9 1．8�
815 アルーフクライ �6鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488＋ 21：53．75 19．1�
35 スピアザゴールド �7鹿 57 武藤 雅 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋121：53．8	 30．6�
612 フィルストバーン �4黒鹿57 菅原 明良�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 462＋ 6 〃 アタマ 114．9�
510 グリニッジシチー �4栗 57 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 468＋ 81：53．9クビ 72．5	
48 ネクストムーブ 牡7栗 57 北村 宏司林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 512± 01：54．21
 41．6

816 インザバブル 牡7鹿 57 大野 拓弥�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 41：54．41� 40．4�
611 ペイシャムートン 牡4青鹿57 山田 敬士北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 524－ 41：54．5	 100．6�
714 ヴォートルエロー 牡3鹿 54 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 486＋ 21：54．71 5．5
24 シティーオブスター 牡4黒鹿57 丸山 元気吉田 和美氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 502－ 61：54．91� 62．4�
713� ジャカンドジョー 牡6鹿 57 柴田 大知井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 474＋ 81：55．21
 182．2�
12 シゲルタイタン 牡3鹿 54 横山 武史森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 484＋ 81：55．62	 5．6�
23 ダイワギャバン 牡5鹿 57 横山 和生大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 472－121：56．02	 27．7�
36 フィストバンプ 牡4青鹿57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 492± 01：56．31
 36．4�
47 カフェアトラス 牡5鹿 57 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 B530－ 41：56．4クビ 140．0�
11 モ レ ッ キ �6黒鹿57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：56．71
 11．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，734，900円 複勝： 84，463，900円 枠連： 24，853，800円
馬連： 127，599，600円 馬単： 59，474，700円 ワイド： 93，552，000円
3連複： 194，374，600円 3連単： 268，134，000円 計： 909，187，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 280円 � 420円 枠 連（5－8） 1，140円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 650円 �� 780円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 7，590円 3 連 単 ��� 20，080円

票 数

単勝票数 計 567349 的中 � 246822（1番人気）
複勝票数 計 844639 的中 � 273608（1番人気）� 61824（5番人気）� 36119（6番人気）
枠連票数 計 248538 的中 （5－8） 16834（3番人気）
馬連票数 計1275996 的中 �� 63679（4番人気）
馬単票数 計 594747 的中 �� 21009（6番人気）
ワイド票数 計 935520 的中 �� 38542（4番人気）�� 31491（6番人気）�� 8719（26番人気）
3連複票数 計1943746 的中 ��� 19188（22番人気）
3連単票数 計2681340 的中 ��� 9677（52番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―12．5―12．6―12．2―12．5―12．9―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―36．9―49．5―1：01．7―1：14．2―1：27．1―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キタノオクトパス �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2019．11．3 福島1着

2017．4．28生 牡3鹿 母 ヒロアンジェロ 母母 スポーデズブルー 7戦3勝 賞金 39，719，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 リョウガ号

25046 9月20日 曇 良 （2中山4） 第4日 第10競走 ��1，600�
おんじゅく

御 宿 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）

牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

22 グ レ イ シ ア 牝4鹿 55 菅原 明良吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 460－101：34．6 20．2�
68 イルヴェントデーア 牝4鹿 55 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト
クラブ 440－ 6 〃 クビ 21．9�

57 ピーエムピンコ 牝3黒鹿53 嶋田 純次松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 400－ 21：34．7クビ 3．8�
11 キャッチミーアップ 牝5鹿 55 武藤 雅畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 466＋181：34．8� 11．8�
33 ア シ ェ ッ ト 牝5鹿 55 大庭 和弥加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 B438＋10 〃 クビ 45．7�
45 サクラユニヴァース 牝5青鹿55 田辺 裕信�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 476＋ 21：35．01� 8．4	
813 ソ ス ピ タ 牝3芦 53 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 444＋ 21：35．1クビ 3．9�
710 オータムレッド 牝3栗 53 石川裕紀人青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 436－ 4 〃 アタマ 21．9�
44 � カズミドリーム 牝5栗 55 田中 勝春藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 464＋ 61：35．52� 46．0
56 ローゼンクリーガー 牝4青 55 木幡 育也辻 高史氏 高橋 亮 新ひだか 矢野牧場 480＋181：35．6クビ 36．8�
711 ロジアイリッシュ 牝3鹿 53 丸山 元気久米田正平氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 510± 01：35．91� 4．4�
69 マイエンフェルト 牝4鹿 55 石橋 脩 
シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B460－ 2 〃 クビ 28．9�
812 セ リ ユ ー ズ 牝4鹿 55 北村 宏司 
シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506－ 81：38．9大差 15．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 53，696，900円 複勝： 70，771，100円 枠連： 23，383，700円
馬連： 138，965，000円 馬単： 53，530，300円 ワイド： 89，142，300円
3連複： 196，893，000円 3連単： 225，354，000円 計： 851，736，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 570円 � 520円 � 180円 枠 連（2－6） 10，530円

馬 連 �� 23，020円 馬 単 �� 42，340円

ワ イ ド �� 4，900円 �� 1，380円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 22，770円 3 連 単 ��� 224，730円

票 数

単勝票数 計 536969 的中 � 21183（7番人気）
複勝票数 計 707711 的中 � 27950（9番人気）� 31371（8番人気）� 129941（1番人気）
枠連票数 計 233837 的中 （2－6） 1720（25番人気）
馬連票数 計1389650 的中 �� 4678（54番人気）
馬単票数 計 535303 的中 �� 948（106番人気）
ワイド票数 計 891423 的中 �� 4559（53番人気）�� 16788（14番人気）�� 17776（12番人気）
3連複票数 計1968930 的中 ��� 6483（75番人気）
3連単票数 計2253540 的中 ��� 727（634番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．3―46．6―58．0―1：09．8―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F36．6

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

勝馬の
紹 介

グ レ イ シ ア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2018．7．28 新潟1着

2016．1．26生 牝4鹿 母 クーデグレイス 母母 グレイスルーマー 10戦3勝 賞金 34，776，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セリユーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月20日まで平地競走に

出走できない。

１レース目 ３レース目



25047 9月20日 曇 良 （2中山4） 第4日 第11競走 ��
��1，800�ラ ジ オ 日 本 賞

発走15時45分 （ダート・右）
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53�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
53�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）

ラジオ日本賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

59 レピアーウィット 牡5栗 56 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 544＋ 21：51．6 14．9�

510 ロードアクシス 牡5黒鹿56 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 458－141：51．91	 28．7�
35 バ レ ッ テ ィ 
6鹿 56 横山 典弘 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム B510＋ 41：52．32� 6．5�
36 アッシェンプッテル 牝4鹿 54 木幡 巧也 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 512－ 4 〃 アタマ 22．9�
816 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡4白 57 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472± 01：52．51� 5．0	
714 メイプルブラザー 牡6栗 56 柴山 雄一節 英司氏 清水 久詞 新ひだか 本桐牧場 498＋101：52．71� 13．2

24 ラインカリーナ 牝4栃栗54 田辺 裕信大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 日進牧場 492± 01：52．91� 64．2�
23 マイネルユキツバキ 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 536＋ 21：53．0� 16．6�
48 レッドフレイ 牡5黒鹿56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－101：53．21� 10．3
12  バスカヴィル 牡6鹿 56 三浦 皇成ゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

480－ 21：53．83� 24．9�
713 ローズプリンスダム 
6青鹿57 丸山 元気岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 B460－201：53．9クビ 86．9�
612 コ ン カ ラ ー 牡4鹿 56 吉田 豊江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 482＋ 4 〃 クビ 15．6�
611 ダノンテイオー 牡4黒鹿56 津村 明秀�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 462－ 41：54．21	 26．3�
11 フィードバック 牡4黒鹿56 横山 武史 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 494＋ 71：54．62� 3．2�
815 ランフォザローゼス 牡4鹿 56 木幡 育也窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510＋101：54．91	 30．8�
47 サンデームーティエ 
6栗 56 江田 照男戸部 政彦氏 稲垣 幸雄 新ひだか 真歌伊藤牧場 438± 02：00．6大差 94．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 133，440，500円 複勝： 179，230，200円 枠連： 75，398，600円 馬連： 398，647，800円 馬単： 141，756，200円
ワイド： 243，792，100円 3連複： 646，187，900円 3連単： 724，127，400円 5重勝： 713，232，400円 計： 3，255，813，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 390円 � 670円 � 250円 枠 連（5－5） 17，610円

馬 連 �� 17，160円 馬 単 �� 28，170円

ワ イ ド �� 4，390円 �� 1，570円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 38，380円 3 連 単 ��� 250，710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����� 1，789，470円

票 数

単勝票数 計1334405 的中 � 71438（6番人気）
複勝票数 計1792302 的中 � 117889（6番人気）� 63156（10番人気）� 209793（3番人気）
枠連票数 計 753986 的中 （5－5） 3318（32番人気）
馬連票数 計3986478 的中 �� 18003（55番人気）
馬単票数 計1417562 的中 �� 3773（101番人気）
ワイド票数 計2437921 的中 �� 14152（52番人気）�� 40757（14番人気）�� 20094（41番人気）
3連複票数 計6461879 的中 ��� 12625（127番人気）
3連単票数 計7241274 的中 ��� 2094（809番人気）
5重勝票数 計7132324 的中 ����� 279

ハロンタイム 12．6―11．4―12．5―12．7―12．4―12．0―12．2―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．5―49．2―1：01．6―1：13．6―1：25．8―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レピアーウィット �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Running Stag デビュー 2017．6．10 東京2着

2015．4．15生 牡5栗 母 ランニングボブキャッツ 母母 Backatem 16戦5勝 賞金 92，418，000円
〔発走状況〕 メイプルブラザー号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔調教再審査〕 メイプルブラザー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンデームーティエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月20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 デアフルーグ号

25048 9月20日 曇 良 （2中山4） 第4日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時25分 （500万円以下） （芝・右・外）
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

815 ト キ メ キ 牝3栗 53 木幡 巧也�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 490＋ 21：09．6 4．4�
11 � デトロイトテソーロ 牝3黒鹿 53

51 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 米 Blackstone

Farm LLC 468－ 2 〃 ハナ 3．0�
510 ヴァルドワーズ 牝4栗 55 横山 武史 �シルクレーシング 和田正一郎 洞	湖 レイクヴィラファーム 456－ 21：09．91
 14．1�
23 バカラクイーン 牝4栗 55

53 ◇藤田菜七子�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 478＋ 2 〃 クビ 5．2�
714 セイウンミツコ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 464＋12 〃 ハナ 21．5	
12 ミヤコローズ 牝4鹿 55 丸田 恭介吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞	湖 レイクヴィラファーム 438＋14 〃 ハナ 17．1

59 � ディスパーション 牝6栗 55 津村 明秀村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 482＋ 4 〃 ハナ 13．3�
36 � プリンスチャーム �3鹿 55 大野 拓弥ゴドルフィン 栗田 徹 英 Aston Mul-

lins Stud 442－ 4 〃 ハナ 8．5�
35 フジマサディープ 牡4鹿 57

54 ▲秋山 稔樹藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 492－ 2 〃 ハナ 63．6
24 � サンドスピーダー 牡5鹿 57 柴田 大知�辻牧場 和田 勇介 浦河 辻 牧場 462－ 21：10．11 34．5�
612� プレミアムコマチ 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 426＋ 81：10．2� 339．2�
48 � スマートレジーナ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 育也大川 徹氏 高橋 文雅 日高 株式会社ス
マート 432± 01：10．3� 35．4�

47 テリオスヒメ 牝3鹿 53 吉田 豊鈴木美江子氏 田島 俊明 青森 今川 満良 444± 01：10．4
 64．8�
816 スズノヤマト 牡3鹿 55 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 470＋101：10．61 112．3�
713 ヤマタケクララ 牝3黒鹿 53

50 ▲山田 敬士山中 佳代氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 472＋ 41：10．8
 34．0�
611� スズレジーム 牝6鹿 55 江田 照男森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 454－ 21：11．12 135．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 96，440，600円 複勝： 131，278，000円 枠連： 43，423，000円
馬連： 199，479，900円 馬単： 77，216，600円 ワイド： 161，565，200円
3連複： 312，481，500円 3連単： 351，418，700円 計： 1，373，303，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 160円 � 300円 枠 連（1－8） 850円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，330円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，210円 3 連 単 ��� 18，810円

票 数

単勝票数 計 964406 的中 � 174355（2番人気）
複勝票数 計1312780 的中 � 169166（3番人気）� 255712（1番人気）� 92758（6番人気）
枠連票数 計 434230 的中 （1－8） 39259（3番人気）
馬連票数 計1994799 的中 �� 187619（1番人気）
馬単票数 計 772166 的中 �� 32237（3番人気）
ワイド票数 計1615652 的中 �� 107468（2番人気）�� 29626（15番人気）�� 37960（10番人気）
3連複票数 計3124815 的中 ��� 55611（9番人気）
3連単票数 計3514187 的中 ��� 13539（31番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．4―11．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．1―45．6―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．5
3 1，3，5，6（9，13）（2，15）（10，14）（4，16）（8，12）－7，11 4 1，3（6，5）（9，15）2（10，13，14）（4，16）（8，12）－7－11

勝馬の
紹 介

ト キ メ キ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2019．11．16 東京6着

2017．5．14生 牝3栗 母 リーベストラウム 母母 マウントモガミ 9戦2勝 賞金 17，880，000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。
（非当選馬） 3頭 グルアーブ号・タマノジュメイラ号・メルテッドハニー号
（非抽選馬） 1頭 リーゼントアイリス号

５レース目



（2中山4）第4日 9月20日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

212，280，000円
30，980，000円
1，540，000円
24，600，000円
76，937，500円
4，950，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
693，561，500円
935，153，500円
286，658，100円
1，453，816，300円
601，538，400円
1，067，913，000円
2，236，682，200円
2，543，177，500円
713，232，400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 10，531，732，900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4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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