
25073 9月27日 曇 重 （2中山4） 第7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

59 ナリノペッパー 牡2芦 54
53 ☆木幡 育也成塚 清志氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 478＋ 61：11．9 6．8�

47 プリティインピンク 牝2黒鹿 54
51 ▲山田 敬士新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 418± 01：12．85 140．9�

34 グラスクアドラ 牡2鹿 54
51 ▲原 優介半沢� 松山 将樹 新ひだか 岡田牧場 438± 01：12．9� 11．6�

22 トランザクト 牡2鹿 54 武藤 雅�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 500－ 41：13．43 2．4�
611 シングフォーホープ 牝2黒鹿54 北村 宏司大塚 亮一氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 440－ 21：13．93 4．5	
713 ヴィグルズマン 牡2栗 54

52 △菅原 明良梶本 尚嗣氏 武井 亮 新ひだか 本桐牧場 B442± 01：14．11� 29．2

814 ハンデンローズ 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大坂田 行夫氏 土田 稔 新冠 村上 進治 474＋181：14．3� 13．6�
35 テ セ ウ ス 牡2青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム B420± 0 〃 クビ 14．4�
58 ラッキーフレイム 牝2鹿 54 丸田 恭介松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 446＋ 21：14．51 12．2
610 モンキーポッド 牝2鹿 54 横山 和生小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 422－141：15．03 68．7�
46 カンタベリーパール 牝2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子峰 哲馬氏 的場 均 新ひだか 荒谷 輝和 436± 01：15．21� 111．3�
815 キャヴァリエブラン 牡2芦 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 信岡牧場 502－ 21：15．73 38．6�
11 マスカレード 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 星野 忍 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 438＋ 41：16．12	 208．5�

712 モンテモナコ 牝2鹿 54
51 ▲秋山 稔樹西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 414－ 61：16．42 87．2�

23 テイエムオアシス 牝2栗 54 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 及川 ミツ子 414＋ 21：16．5クビ 316．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 42，365，900円 複勝： 57，389，000円 枠連： 14，590，400円
馬連： 72，605，200円 馬単： 33，244，500円 ワイド： 63，342，400円
3連複： 115，633，400円 3連単： 121，716，800円 計： 520，887，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 270円 � 1，990円 � 290円 枠 連（4－5） 6，860円

馬 連 �� 34，840円 馬 単 �� 48，320円

ワ イ ド �� 8，340円 �� 1，190円 �� 10，150円

3 連 複 ��� 75，540円 3 連 単 ��� 445，680円

票 数

単勝票数 計 423659 的中 � 52153（3番人気）
複勝票数 計 573890 的中 � 62677（3番人気）� 6241（13番人気）� 56786（4番人気）
枠連票数 計 145904 的中 （4－5） 1647（19番人気）
馬連票数 計 726052 的中 �� 1615（55番人気）
馬単票数 計 332445 的中 �� 516（91番人気）
ワイド票数 計 633424 的中 �� 1924（54番人気）�� 14244（13番人気）�� 1579（63番人気）
3連複票数 計1156334 的中 ��� 1148（146番人気）
3連単票数 計1217168 的中 ��� 198（791番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．3―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．5―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリノペッパー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．8．15 新潟14着

2018．4．30生 牡2芦 母 ホワイトペッパー 母母 レッドチリペッパー 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マスカレード号・モンテモナコ号・テイエムオアシス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和2年10月27日まで平地競走に出走できない。

25074 9月27日 曇 重 （2中山4） 第7日 第2競走 ��1，800�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
1：52．7
1：50．9

良
不良

11 サクセスエース 牡2栗 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 472＋121：55．7 114．3�
58 ノーティーガール 牝2栗 54 田辺 裕信藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 白井牧場 470－ 81：55．8� 4．6�
35 ジェラスヒーロー 牡2青鹿 54

52 △菅原 明良嶋田 賢氏 高木 登 浦河 三嶋牧場 468－ 61：56．22� 8．8�
712 エコロドラグーン 牡2鹿 54 丹内 祐次原村 正紀氏 尾形 和幸 新ひだか 大滝 康晴 528－101：56．51� 13．4�
815 ライヴクラッカー 牡2黒鹿54 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B472＋ 21：56．71� 34．6�
713 ゼンダンラット 牡2芦 54 横山 和生渡邊 善男氏 藤原 辰雄 浦河 大北牧場 460－ 21：57．01� 11．7�
814 キタノシンスケ 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 486± 0 〃 クビ 6．9	
47 マサカウマザンマイ 牡2鹿 54 野中悠太郎鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 468± 01：58．59 154．4

611 ユイノタンキマチ 牡2鹿 54 江田 照男由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 坂元 芳春 420－12 〃 同着 59．3�
46 スタンドバイユー �2青 54

51 ▲秋山 稔樹堀口 晴男氏 稲垣 幸雄 日高 日西牧場 442＋ 61：59．13� 338．8�
59 セブンシャイン 牡2芦 54 内田 博幸橋川 欣司氏 本間 忍 新冠 イワミ牧場 446－ 62：00．05 135．5
34 ノアジェニシス 牝2栗 54 武士沢友治佐山 公男氏 堀井 雅広 新ひだか 田中 裕之 460＋122：00．74 223．3�
22 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 B476＋142：01．12� 101．5�
23 ミッキーワクチン 牡2鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 500－ 22：01．84 2．2�
610 アイリッシュボム 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 様似 様似堀牧場 480－ 42：02．22� 40．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，992，500円 複勝： 56，790，800円 枠連： 14，029，700円
馬連： 71，992，100円 馬単： 36，640，000円 ワイド： 66，930，200円
3連複： 112，585，900円 3連単： 131，271，200円 計： 541，232，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，430円 複 勝 � 1，220円 � 200円 � 250円 枠 連（1－5） 15，460円

馬 連 �� 15，080円 馬 単 �� 48，120円

ワ イ ド �� 4，170円 �� 5，020円 �� 690円

3 連 複 ��� 27，680円 3 連 単 ��� 347，340円

票 数

単勝票数 計 509925 的中 � 3791（11番人気）
複勝票数 計 567908 的中 � 9541（10番人気）� 87270（2番人気）� 62099（4番人気）
枠連票数 計 140297 的中 （1－5） 703（26番人気）
馬連票数 計 719921 的中 �� 3698（35番人気）
馬単票数 計 366400 的中 �� 571（83番人気）
ワイド票数 計 669302 的中 �� 4005（37番人気）�� 3319（41番人気）�� 26479（8番人気）
3連複票数 計1125859 的中 ��� 3050（74番人気）
3連単票数 計1312712 的中 ��� 274（656番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．7―50．8―1：03．4―1：15．9―1：28．9―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．8
1
3
・（8，12）（1，3，15）（5，10）（2，14）（4，11）－（6，9）13－7・（8，12）－1（5，15，3，13）14，10（2，4，11）（6，9）7

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

勝馬の
紹 介

サクセスエース �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．8．22 新潟9着

2018．4．6生 牡2栗 母 ミスベルツリー 母母 サクセスストレイン 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 ミッキーワクチン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ノアジェニシス号の騎手武士沢友治は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・9番）
〔その他〕 アイリッシュボム号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロカイト号・ミッキーワクチン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月

27日まで平地競走に出走できない。

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

第４回 中山競馬 第７日



25075 9月27日 曇 稍重 （2中山4） 第7日 第3競走 ��1，600�2歳未勝利
発走11時10分 （芝・右・外）

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

815 キョウエイロナ 牝2鹿 54 武藤 雅田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 424＋ 21：36．9 8．8�
59 テンウォークライ 牡2栗 54 戸崎 圭太天白 泰司氏 金成 貴史 日高 木村牧場 462－ 41：37．0� 3．9�
12 トーホウボルツ 牡2黒鹿54 北村 宏司東豊物産� 田中 清隆 浦河 王蔵牧場 452－ 4 〃 クビ 6．3�
48 タイセイルージュ 牝2栗 54 C．ルメール 田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 バンブー牧場 466± 01：37．1� 3．2�
24 フェミニンルック 牝2鹿 54 木幡 巧也 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 412＋12 〃 アタマ 48．1	
11 リュラネブラ 牡2鹿 54 横山 武史 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：37．2クビ 5．1

35 ナイルローズ 牝2鹿 54 勝浦 正樹海谷 幸司氏 粕谷 昌央 浦河 �川フアーム 454± 0 〃 クビ 90．6�
510 クリノザウルス 牡2鹿 54 江田 照男栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 462± 01：37．41� 109．9�
47 ノアブラック �2青鹿 54

52 △菅原 明良佐山 公男氏 天間 昭一 様似 清水スタッド 422＋ 61：37．5クビ 116．6
612 ワイドモーゼ 牡2青鹿54 大野 拓弥幅田 昌伸氏 武井 亮 新ひだか 乾 皆雄 462± 01：37．6� 16．0�
714 エ レ グ ア 牡2鹿 54 内田 博幸豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 432＋ 2 〃 ハナ 31．4�
36 ツクバエクレール 牡2鹿 54

51 ▲原 優介細谷 武史氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠伊藤牧場 440＋141：37．91	 159．4�
23 エ ミ ー ジ ョ 牝2青鹿54 柴田 善臣木村 廣太氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 466－ 61：38．11� 83．4�
713 シクラメンテソーロ 牝2黒鹿54 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 浦河 帰山 清貴 440＋ 61：38．31	 427．8�
816 タクミチョウサン 牡2栗 54 丹内 祐次�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 530＋181：38．4� 405．4�
611 ゲームアプレット 牝2芦 54

53 ☆木幡 育也薗部 博之氏 小笠 倫弘 平取 北島牧場 450＋ 61：39．03	 251．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，444，300円 複勝： 78，982，800円 枠連： 14，295，400円
馬連： 77，204，100円 馬単： 34，702，700円 ワイド： 70，017，700円
3連複： 118，766，400円 3連単： 123，876，200円 計： 575，289，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 220円 � 150円 � 190円 枠 連（5－8） 1，360円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 550円 �� 690円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 16，390円

票 数

単勝票数 計 574443 的中 � 54889（5番人気）
複勝票数 計 789828 的中 � 82069（5番人気）� 166259（2番人気）� 100101（4番人気）
枠連票数 計 142954 的中 （5－8） 8108（5番人気）
馬連票数 計 772041 的中 �� 44487（5番人気）
馬単票数 計 347027 的中 �� 7580（14番人気）
ワイド票数 計 700177 的中 �� 32843（5番人気）�� 24987（9番人気）�� 41288（3番人気）
3連複票数 計1187664 的中 ��� 35031（6番人気）
3連単票数 計1238762 的中 ��� 5477（41番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．2―12．2―12．4―11．8―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―36．0―48．2―1：00．6―1：12．4―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．3

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

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

キョウエイロナ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 イーグルカフェ デビュー 2020．8．15 新潟4着

2018．4．2生 牝2鹿 母 キョウエイトリガー 母母 ハイフレンドソウル 3戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 タイセイルージュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

25076 9月27日 曇 重 （2中山4） 第7日 第4競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走11時40分 （ダート・右）
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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

815 スマイルアモーレ 牝2鹿 54 田辺 裕信星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 442 ―1：12．0 4．8�
48 リアルドキュメント 牡2黒鹿54 戸崎 圭太川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 484 ―1：12．42� 2．4�
611 フェイマスダンディ 牡2鹿 54 田中 勝春堀江 貞幸氏 深山 雅史 新ひだか 白井 吉美 456 ―1：13．25 29．6�
23 アポロスマイル 牝2黒鹿54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 482 ―1：13．3� 8．8�
816 ヴォーグマチネ 牡2鹿 54 大野 拓弥志村 幸彦氏 牧 光二 新冠 坂元 芳春 466 ―1：13．51� 37．9�
24 キ テ ィ ラ 牝2栗 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 清水 英克 新ひだか 畠山牧場 448 ―1：13．71� 21．2	
47 ガウナエルフリーデ 牝2栗 54 横山 典弘西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 472 ―1：13．8� 9．2

59 メ イ ム 牝2鹿 54

51 ▲原 優介宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 420 ―1：14．01� 117．3�
713 プレリュードノート 牡2栗 54

53 ☆木幡 育也亀岡 和彦氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486 ―1：14．1� 38．7�

35 ルイネーション 牝2鹿 54 丹内 祐次鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 笹地牧場 424 ―1：14．84 27．7
36 マイステージ 牝2鹿 54 宮崎 北斗冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 400 ―1：15．11	 227．9�
11 サノノバーディ 牡2鹿 54 内田 博幸佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 458 ―1：15．52� 7．2�
714 コパノマーガレット 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大小林 祥晃氏 林 徹 新ひだか 佐竹 学 460 ―1：15．6� 75．7�
612 ハクサンクウ 牝2鹿 54 武藤 雅河﨑 五市氏 武藤 善則 浦河 
川 啓一 442 ―1：15．81 55．8�
510 ナイスデアイ 牝2鹿 54 木幡 初也西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 424 ―1：17．410 194．5�
12 ウーピーパイ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 剛 浦河 村下農場 436 ―1：17．5� 180．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，831，400円 複勝： 57，490，300円 枠連： 16，624，700円
馬連： 63，750，000円 馬単： 29，736，700円 ワイド： 58，168，300円
3連複： 98，968，500円 3連単： 109，410，300円 計： 480，980，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 150円 � 550円 枠 連（4－8） 470円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，690円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 6，080円 3 連 単 ��� 27，560円

票 数

単勝票数 計 468314 的中 � 80527（2番人気）
複勝票数 計 574903 的中 � 96541（2番人気）� 126567（1番人気）� 18760（9番人気）
枠連票数 計 166247 的中 （4－8） 27357（1番人気）
馬連票数 計 637500 的中 �� 73471（1番人気）
馬単票数 計 297367 的中 �� 14030（4番人気）
ワイド票数 計 581683 的中 �� 48682（1番人気）�� 8198（22番人気）�� 10266（13番人気）
3連複票数 計 989685 的中 ��� 12205（18番人気）
3連単票数 計1094103 的中 ��� 2878（70番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．6―12．0―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．2―47．2―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイルアモーレ �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2018．3．3生 牝2鹿 母 メイショウアモーレ 母母 アッファビリティー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナイスデアイ号・ウーピーパイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月27日

まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アビースマイル号・アンジュブラン号・ヴァガボンド号・コートリーアスペン号・サイファーシチー号・

シゲルセンチュリー号・セイルーク号・タイガースネーク号・チョコラータ号・デルマイダテン号・テルミー号・
ハンザ号・ファイアダンサー号・ベニノフェアリー号・マリアッチ号・マロンビクトリー号・ミヤコマイハート号・
ユメノシラベ号



25077 9月27日 曇 稍重 （2中山4） 第7日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時30分 （芝・右）

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
1：58．9
1：58．9

良
良

713 ジャンカルド 牡2鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 476 ―2：06．1 3．8�
611 ルーパステソーロ 牡2芦 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 546 ―2：06．31� 12．1�
58 ロードトゥフェイム 牡2鹿 54

52 △菅原 明良岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 474 ― 〃 クビ 54．1�
34 ジ ジ 牡2鹿 54 戸崎 圭太林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 488 ―2：06．61� 21．4�
59 ギャラクサイト 牡2黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 484 ―2：06．81� 2．0	
46 セ ル ヴ ァ ン 牡2鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468 ―2：07．01 6．9

47 カンジンカナメ 牝2青鹿54 江田 照男由井健太郎氏 奥村 武 新冠 新冠橋本牧場 454 ― 〃 アタマ 135．4�
22 ラ ダ ッ ク 牡2青 54

51 ▲秋山 稔樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 新冠 細川農場 502 ―2：07．21 41．9�
11 ダディーズソフィア 牝2黒鹿54 柴田 善臣田島 大史氏 大和田 成 安平 ノーザンファーム 412 ― 〃 クビ 82．0
610 マイネルマーティン 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 502 ― 〃 アタマ 20．0�
814 タイドオブタイム 牡2黒鹿54 大野 拓弥ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498 ―2：07．3� 135．2�
815 ラベンダーテソーロ 牝2鹿 54 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新ひだか 高橋 義浩 432 ―2：07．4クビ 104．3�
712 マ イ バ ウ ム 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 育也栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 444 ―2：07．61� 110．5�
35 マイネルワンチーム 牡2黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新ひだか 前田ファーム 444 ―2：07．92 155．8�
23 ガ レ ア 牡2黒鹿54 武藤 雅 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 468 ―2：11．1大差 141．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 67，439，300円 複勝： 61，269，200円 枠連： 12，990，800円
馬連： 68，844，600円 馬単： 33，528，100円 ワイド： 61，518，300円
3連複： 97，846，300円 3連単： 118，327，600円 計： 521，764，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 280円 � 700円 枠 連（6－7） 1，010円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，400円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 12，880円 3 連 単 ��� 43，300円

票 数

単勝票数 計 674393 的中 � 149837（2番人気）
複勝票数 計 612692 的中 � 108271（2番人気）� 56752（4番人気）� 18204（8番人気）
枠連票数 計 129908 的中 （6－7） 9925（5番人気）
馬連票数 計 688446 的中 �� 32970（6番人気）
馬単票数 計 335281 的中 �� 8473（10番人気）
ワイド票数 計 615183 的中 �� 23274（5番人気）�� 11219（13番人気）�� 4588（27番人気）
3連複票数 計 978463 的中 ��� 5696（36番人気）
3連単票数 計1183276 的中 ��� 1981（124番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―14．1―13．1―13．4―12．4―12．4―11．8―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．9―39．0―52．1―1：05．5―1：17．9―1：30．3―1：42．1―1：54．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．8
1
3
・（7，11）（4，6，8，12）14（1，5，13）9，2，10＝3－15・（7，11）（4，6，8，12）14（1，5，13）10（2，9）15＝3

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

勝馬の
紹 介

ジャンカルド �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2018．3．11生 牡2鹿 母 クッカーニャ 母母 ドリームスケイプ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ガレア号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻4分遅延。

ラベンダーテソーロ号は，発進不良〔出遅れ〕。

25078 9月27日 曇 重 （2中山4） 第7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）

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

34 リッターシュラーク 牡3黒鹿54 宮崎 北斗西森 功氏 中川 公成 新冠 オリエント牧場 490± 01：54．1 11．1�
46 アポロティアモ 牡3栗 54 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 500＋ 2 〃 クビ 1．6�
712 アベックフォルス 牡3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 484＋ 4 〃 クビ 15．3�
57 クラウドスケープ 牡4黒鹿 57

55 △菅原 明良下河辺俊行氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 486－ 61：54．73� 209．2�
69 ダンスメーカー 牡5黒鹿57 横山 和生�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 482－ 81：54．8� 38．7�
813 ジェイケイエース 牡4鹿 57 田辺 裕信小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 534± 01：55．01 8．8	
58 ヒ ロ キ ン グ 牡3鹿 54 内田 博幸澤田 孝之氏 黒岩 陽一 新冠 武田 修一 492＋ 41：55．63� 9．4

45 アナザークイーン 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム B474＋ 8 〃 クビ 53．7�
711 スペラメント 牡3鹿 54 横山 典弘吉田 智氏 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 B508＋ 21：55．91� 8．2
11 ヴィンカマヨール 牡3芦 54 石橋 脩 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 502＋ 61：56．0� 39．8�
610 シャンボールロッソ 牝3鹿 52 石川裕紀人 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 436＋ 2 〃 クビ 41．4�
22 シンクロゲイザー 牡3黒鹿54 江田 照男ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 436± 01：56．21� 147．8�
814	 サンマルフラッシュ 牡4黒鹿 57

54 ▲小林 凌大相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム 470＋ 61：56．83� 481．6�
33 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 462－ 21：58．6大差 34．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，760，000円 複勝： 108，039，300円 枠連： 14，692，000円
馬連： 82，316，200円 馬単： 49，508，500円 ワイド： 82，699，600円
3連複： 134，335，000円 3連単： 188，276，100円 計： 713，626，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 270円 � 110円 � 330円 枠 連（3－4） 630円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，940円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 24，170円

票 数

単勝票数 計 537600 的中 � 38438（5番人気）
複勝票数 計1080393 的中 � 58816（5番人気）� 546739（1番人気）� 44426（6番人気）
枠連票数 計 146920 的中 （3－4） 18001（3番人気）
馬連票数 計 823162 的中 �� 75422（4番人気）
馬単票数 計 495085 的中 �� 16221（9番人気）
ワイド票数 計 826996 的中 �� 56573（4番人気）�� 9927（24番人気）�� 43490（5番人気）
3連複票数 計1343350 的中 ��� 29261（12番人気）
3連単票数 計1882761 的中 ��� 5646（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．3―37．6―50．2―1：02．6―1：15．0―1：27．5―1：40．4

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

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リッターシュラーク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．14 中山3着

2017．2．25生 牡3黒鹿 母 ハ マ ナ ス 母母 ジョウノビクトリア 6戦2勝 賞金 15，600，000円
〔騎手変更〕 シャンボールロッソ号の騎手武藤雅は，検査のため石川裕紀人に変更。
〔制裁〕 アベックフォルス号の騎手秋山稔樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）



25079 9月27日 曇 稍重 （2中山4） 第7日 第7競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走13時30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
1：30．3
1：30．3

良
良

815 レッドクレオス 牡4栗 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：35．1 2．4�
713� ザスリーサーティ 牡5青鹿 57

55 △菅原 明良諸江 幸祐氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 470－ 8 〃 アタマ 126．5�
35 コスモミローディア 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 478＋201：35．41	 26．3�
714 ユヌエトワール 牝3黒鹿 53

50 ▲山田 敬士 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 402－11 〃 クビ 37．0�
816� フォーチュンリング 牝5鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 448－ 61：35．5
 40．2	
611� ヴィクトワールメイ 牝4黒鹿55 丸田 恭介山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 434－ 2 〃 クビ 195．7

47 � ニシノゲンセキ 牡5黒鹿57 大野 拓弥成田 隆好氏 杉浦 宏昭 むかわ 清水ファーム 484＋ 41：35．71� 10．8�
24 ラパンセソバージュ 牡3栗 55 田辺 裕信�酒井牧場 大竹 正博 浦河 酒井牧場 460－ 4 〃 クビ 2．8�
36 ケ ル ベ ロ ス 牡7黒鹿57 江田 照男�ORTEGA 大江原 哲 新冠 松浦牧場 452－141：35．8
 68．5
612 マーヴェラスクイン 牝4鹿 55 北村 宏司山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 438＋ 4 〃 アタマ 14．6�
12 � パルスレート 牝4鹿 55

52 ▲秋山 稔樹坂本 守孝氏 星野 忍 安平 ノーザンファーム 468± 01：36．01� 392．0�
48 ア ミ ー ク ス 牝3鹿 53 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：36．21� 6．6�
510 ディザイアソング 牝4鹿 55 丸山 元気尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 444－ 81：36．73 21．7�
23 � コウジンシックス 牝4栗 55

52 ▲小林 凌大加藤 興一氏 和田 雄二 新冠 中地 義次 440＋ 41：37．12 302．2�
59 � タマモケトル 牝4栗 55 田中 勝春松谷 翔太氏 石栗 龍彦 浦河 信成牧場 458＋ 81：37．73
 312．5�
11 � デイアフターデイ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 410＋ 71：38．87 85．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，781，700円 複勝： 65，690，800円 枠連： 16，031，500円
馬連： 89，245，000円 馬単： 44，127，300円 ワイド： 75，638，200円
3連複： 133，312，000円 3連単： 163，785，900円 計： 640，612，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 170円 � 1，370円 � 590円 枠 連（7－8） 2，570円

馬 連 �� 16，320円 馬 単 �� 23，190円

ワ イ ド �� 4，370円 �� 1，480円 �� 15，170円

3 連 複 ��� 72，710円 3 連 単 ��� 362，020円

票 数

単勝票数 計 527817 的中 � 171894（1番人気）
複勝票数 計 656908 的中 � 137013（2番人気）� 10002（11番人気）� 24888（7番人気）
枠連票数 計 160315 的中 （7－8） 4823（11番人気）
馬連票数 計 892450 的中 �� 4238（35番人気）
馬単票数 計 441273 的中 �� 1427（52番人気）
ワイド票数 計 756382 的中 �� 4434（35番人気）�� 13569（14番人気）�� 1261（66番人気）
3連複票数 計1333120 的中 ��� 1375（120番人気）
3連単票数 計1637859 的中 ��� 328（632番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―11．9―11．6―11．8―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―24．0―35．9―47．5―59．3―1：11．1―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

レッドクレオス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Selkirk デビュー 2019．4．20 東京12着

2016．2．7生 牡4栗 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 10戦2勝 賞金 23，350，000円
〔制裁〕 ユヌエトワール号の騎手山田敬士は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：15番）
※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 ウインアステロイド号

25080 9月27日 曇 稍重 （2中山4） 第7日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （芝・右・外）（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
1：06．7
1：06．5

良
良

611� ドクターデューン 牝5鹿 55
52 ▲秋山 稔樹松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 476－ 41：09．2 6．0�

48 オシリスブレイン 牡3青鹿55 田辺 裕信エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 490＋ 21：09．3� 2．8�
59 シュルルヴァン 牝3青鹿53 大野 拓弥街風 �雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 460－ 41：09．72� 6．7�
11 リーゼントアイリス 牝5黒鹿 55

52 ▲山田 敬士三浦 大輔氏 青木 孝文 新ひだか 畠山牧場 438＋ 41：10．01� 27．0�
714 ソーユーフォリア 牝3黒鹿53 三浦 皇成濵本 洋輔氏 高柳 瑞樹 浦河 日進牧場 448－ 21：10．21� 12．2	
713 シ シ オ ウ 	6鹿 57

56 ☆木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 棚川 光男 484－101：10．3� 63．5


510 メルテッドハニー 牝3黒鹿53 柴田 善臣田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 398＋ 21：10．4
 24．4�
815� アスタウンデッド 牡3鹿 55 戸崎 圭太中村 智幸氏 小島 茂之 浦河 丸村村下

ファーム 408－ 21：10．5クビ 58．2�
12 � ウエスタンカッター 牝4黒鹿55 内田 博幸西川 賢氏 的場 均 新ひだか ウエスタンファーム 450＋241：10．6
 101．7
36 レインボービーム 牡3黒鹿 55

52 ▲小林 凌大北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 474＋ 61：10．7� 13．7�
35 タイキスウォード 牡3栗 55

52 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 460＋ 41：10．8� 6．1�
24 ヴィクトリアポデル 牡4鹿 57

55 △菅原 明良西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 B486－141：11．01� 55．1�
612� コパノアダムス 牡4鹿 57 江田 照男小林 照弘氏 武藤 善則 新ひだか 伊藤 敏明 490－ 61：11．31� 68．1�
816 ゴッドスター 牡3栗 55 石橋 脩�ノースヒルズ 池上 昌和 新冠 平山牧場 514＋ 4 〃 アタマ 10．9�
23 リュウグウヒメ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 B432－101：11．4
 51．9�
47 � デルマアンバリッド 牝4鹿 55

52 ▲原 優介浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 482± 01：11．71� 202．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，935，000円 複勝： 77，160，700円 枠連： 17，742，600円
馬連： 106，604，000円 馬単： 39，311，000円 ワイド： 87，963，900円
3連複： 158，189，100円 3連単： 160，393，600円 計： 695，299，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 130円 � 170円 枠 連（4－6） 1，090円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 400円 �� 570円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 13，340円

票 数

単勝票数 計 479350 的中 � 63359（2番人気）
複勝票数 計 771607 的中 � 98118（3番人気）� 176961（1番人気）� 110821（2番人気）
枠連票数 計 177426 的中 （4－6） 12556（4番人気）
馬連票数 計1066040 的中 �� 89680（2番人気）
馬単票数 計 393110 的中 �� 11764（6番人気）
ワイド票数 計 879639 的中 �� 57193（2番人気）�� 38263（4番人気）�� 49007（3番人気）
3連複票数 計1581891 的中 ��� 58355（3番人気）
3連単票数 計1603936 的中 ��� 8713（19番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．2―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．6―45．4―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ドクターデューン �
�
父 バトルプラン �

�
母父 メジロライアン

2015．3．31生 牝5鹿 母 ドクターベローナ 母母 シヨノフォルテシモ 18戦1勝 賞金 19，864，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 アスタウンデッド号の騎手武藤雅は，負傷のため戸崎圭太に変更。
〔制裁〕 リュウグウヒメ号の騎手藤田菜七子は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・6番・12番・13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サトノファビュラス号・トップギア号



25081 9月27日 曇 稍重 （2中山4） 第7日 第9競走 ��
��1，600�

き さ ら づ

木 更 津 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．9．21以降2．9．21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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

33 ハーモニーマゼラン 牡3鹿 55 木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 524＋141：35．7 2．1�
78 ウインレフィナード 牡4黒鹿54 津村 明秀�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 450＋ 21：35．8� 30．7�
11 テンワールドレイナ 牝5栗 52 江田 照男天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 480＋ 61：36．0� 8．8�
67 クインズサン 牡7青 56 横山 武史亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 460＋ 41：36．1� 7．6�
22 ウインオルビット 牡5鹿 54 丹内 祐次�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B492± 0 〃 クビ 25．6�
79 アルトリウス 	6鹿 54 北村 宏司�G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム B452－ 61：36．2� 33．5	
811 ストームリッパー 	4鹿 55 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B502＋ 41：36．41
 7．1

55 チビラーサン 牝4栗 53 横山 典弘瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 446－ 4 〃 ハナ 4．9�
810 アドマイヤシナイ 牡6鹿 54 柴田 善臣近藤 旬子氏 柄崎 孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 462＋ 8 〃 ハナ 19．6
44 アーザムブルー 牡6黒鹿54 丸山 元気 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：36．71� 23．1�
66 サイモンサーマル 	5鹿 50 藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 496－ 41：37．12� 129．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 59，968，100円 複勝： 76，860，500円 枠連： 18，948，000円
馬連： 130，013，000円 馬単： 60，941，700円 ワイド： 90，203，600円
3連複： 179，272，800円 3連単： 247，925，700円 計： 864，133，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 150円 � 490円 � 270円 枠 連（3－7） 1，580円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 440円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 22，910円

票 数

単勝票数 計 599681 的中 � 221664（1番人気）
複勝票数 計 768605 的中 � 178112（1番人気）� 31531（9番人気）� 67043（5番人気）
枠連票数 計 189480 的中 （3－7） 9266（6番人気）
馬連票数 計1300130 的中 �� 31578（13番人気）
馬単票数 計 609417 的中 �� 11675（14番人気）
ワイド票数 計 902036 的中 �� 20356（14番人気）�� 56862（4番人気）�� 9064（31番人気）
3連複票数 計1792728 的中 ��� 24437（23番人気）
3連単票数 計2479257 的中 ��� 7843（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―25．0―37．0―48．9―1：00．5―1：12．1―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F35．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハーモニーマゼラン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sea The Stars デビュー 2019．6．9 東京7着

2017．2．6生 牡3鹿 母 スターズアラインド 母母 Senora Galilei 11戦3勝 賞金 46，326，000円

25082 9月27日 曇 稍重 （2中山4） 第7日 第10競走 ��
��1，800�

うちぼう

内房ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

12 ローザノワール 牝4青鹿55 石橋 脩渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 B468＋ 61：52．4 8．9�
611 キャンディスイート 牝4鹿 55 横山 典弘吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 476＋12 〃 クビ 18．6�
47 エンダウメント 牡4黒鹿57 津村 明秀ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－ 61：53．14 19．1�
612 グラスブルース 牡6鹿 57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B516－ 61：53．31� 27．5�
815 カ ナ シ バ リ 牝4鹿 55 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 516＋121：53．51� 11．3�
48 サトノグラン 	6青鹿57 柴田 善臣 	サトミホースカンパニー 田中 剛 安平 ノーザンファーム B476＋ 61：53．6
 89．0

23 カフジジュピター 牡4鹿 57 石川裕紀人加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 462－ 41：53．7クビ 11．5�
59 スーパーライナー 牡7鹿 57 戸崎 圭太谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 496＋ 4 〃 クビ 61．5�
816 ラ ー ジ ヒ ル 牡4鹿 57 丸山 元気�リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 480－101：53．91� 5．7
11 エ ス ト 牝4鹿 55 三浦 皇成大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：54．0
 9．9�
714 サトノディード 	5青鹿57 北村 宏司 	サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500－ 41：54．1
 22．1�
510 ラ レ ー タ 牡6栗 57 菅原 明良	G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：54．31
 77．4�
35 マイネルアンファン 牡5栗 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 516＋ 81：54．51� 64．4�
24 メダリオンモチーフ 牝5黒鹿55 内田 博幸吉田 和美氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 452± 01：54．81� 8．8�
36 シホノフォルテ 牡4鹿 57 C．ルメール 村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 514＋121：55．33 3．0�
713 ジュンスターホース 牡6栗 57 丹内 祐次河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B474＋ 61：55．51
 84．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，909，200円 複勝： 98，225，000円 枠連： 42，111，500円
馬連： 181，333，400円 馬単： 66，901，600円 ワイド： 132，158，800円
3連複： 289，335，300円 3連単： 305，350，500円 計： 1，181，325，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 410円 � 480円 � 410円 枠 連（1－6） 2，390円

馬 連 �� 8，820円 馬 単 �� 14，740円

ワ イ ド �� 3，350円 �� 3，750円 �� 5，110円

3 連 複 ��� 89，930円 3 連 単 ��� 436，640円

票 数

単勝票数 計 659092 的中 � 58797（4番人気）
複勝票数 計 982250 的中 � 64580（6番人気）� 52467（9番人気）� 63777（7番人気）
枠連票数 計 421115 的中 （1－6） 13610（10番人気）
馬連票数 計1813334 的中 �� 15933（33番人気）
馬単票数 計 669016 的中 �� 3404（59番人気）
ワイド票数 計1321588 的中 �� 10204（40番人気）�� 9099（46番人気）�� 6638（56番人気）
3連複票数 計2893353 的中 ��� 2413（230番人気）
3連単票数 計3053505 的中 ��� 507（1132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．6―50．6―1：02．7―1：14．8―1：27．2―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ローザノワール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2018．6．17 函館6着

2016．2．27生 牝4青鹿 母 ダノンスズラン 母母 パルムドールⅡ 18戦4勝 賞金 56，631，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 スーパーライナー号の騎手武藤雅は，負傷のため戸崎圭太に変更。
〔発走状況〕 カフジジュピター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 カフジジュピター号は，発走調教再審査。
※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 アフターバーナー号・ネオブレイブ号・ブライトンロック号・ロジペルレスト号

１レース目 ３レース目



25083 9月27日 曇 稍重 （2中山4） 第7日 第11競走 ��
��2，200�第66回産経賞オールカマー（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬
2�減，1．9．21以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，1．9．20以前のGⅠ競走（牝馬限定競
走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

産経新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

44 センテリュオ 牝5鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472± 02：15．5 9．1�
88 カレンブーケドール 牝4鹿 54 津村 明秀鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 ハナ 3．7�
77 ステイフーリッシュ 牡5鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 464＋ 22：15．71� 4．9�
11 クレッシェンドラヴ 牡6鹿 56 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 494－ 42：15．8	 5．1�
33 ミッキースワロー 牡6鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 474－ 42：16．01 2．9	
22 サンアップルトン 牡4黒鹿56 柴田 善臣 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社

ケイズ 482＋122：16．63	 34．1

55 ジェネラーレウーノ 牡5青鹿56 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム 512－ 22：16．7	 10．2�
89 オウケンムーン 牡5鹿 56 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 454＋14 〃 アタマ 131．7�
66 アウトライアーズ 牡6鹿 56 丸田 恭介丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B496＋ 22：17．23 110．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 258，466，600円 複勝： 233，143，100円 枠連： 62，752，400円 馬連： 643，784，700円 馬単： 295，734，500円
ワイド： 339，711，200円 3連複： 849，659，500円 3連単： 1，937，727，300円 5重勝： 1，009，080，300円 計： 5，630，059，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 190円 � 150円 � 160円 枠 連（4－8） 1，910円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 580円 �� 570円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 21，480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����� 164，760円

票 数

単勝票数 計2584666 的中 � 226269（5番人気）
複勝票数 計2331431 的中 � 276743（5番人気）� 445011（2番人気）� 379570（3番人気）
枠連票数 計 627524 的中 （4－8） 25393（9番人気）
馬連票数 計6437847 的中 �� 268422（9番人気）
馬単票数 計2957345 的中 �� 48748（21番人気）
ワイド票数 計3397112 的中 �� 144707（9番人気）�� 147146（8番人気）�� 260981（4番人気）
3連複票数 計8496595 的中 ��� 225150（11番人気）
3連単票数 計19377273 的中 ��� 65384（88番人気）
5重勝票数 計10090803 的中 ����� 4287

ハロンタイム 13．0―12．0―13．2―12．8―13．3―12．5―11．6―11．9―11．5―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―25．0―38．2―51．0―1：04．3―1：16．8―1：28．4―1：40．3―1：51．8―2：03．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

センテリュオ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2018．2．25 阪神1着

2015．4．8生 牝5鹿 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー 16戦5勝 賞金 175，296，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりセンテリュオ号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

25084 9月27日 曇 稍重 （2中山4） 第7日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走16時25分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

12 メ デ ィ ク ス 牡4栗 57 C．ルメール �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 470＋ 21：10．6 2．1�

35 レイテントロアー 牡3鹿 55 嘉藤 貴行矢野 亨憲氏 田中 清隆 日高 シンボリ牧場 470＋ 81：11．02� 4．2�
11 ゴールドクロス 牡5鹿 57 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 500＋ 41：11．21	 26．2�
713 ロードシュタルク 牡4栗 57 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 446＋ 21：11．41 146．4�
48 コンセッションズ 牝5栗 55 田辺 裕信 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 432－ 6 〃 アタマ 10．5�
816 ジュンパッション 牡5芦 57 丹内 祐次河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B472－ 81：11．61 80．8	
36 ビートマジック 
4黒鹿 57

54 ▲原 優介岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 474＋ 6 〃 アタマ 108．4

47 ピ ナ ク ル ズ 
7黒鹿 57

55 △菅原 明良ライオンレースホース� 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 512＋ 8 〃 クビ 116．4�
612 ロマンスマジック 牝6栗 55 江田 照男�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 480－ 21：11．7クビ 46．2
24 ラインギャラント 牝5芦 55 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 448－ 21：11．8� 154．6�
23 シゲルスピネル 牝4栗 55

53 ◇藤田菜七子森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム B466－ 41：11．9� 31．7�
611 タイキメサイア 牡5栗 57

54 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 522± 01：12．0� 14．1�

714 ナリノメジャー 牝6栗 55 三浦 皇成成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 21：12．1� 12．6�

59 イノバティブ 
6鹿 57 木幡 巧也畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 446＋ 61：12．2クビ 220．2�
815 サーストンバーラム 牡4栗 57 石橋 脩齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 470－ 41：12．41	 16．4�
510 マイネルワルツ 牡3栗 55 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 21：13．67 9．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 128，168，700円 複勝： 169，541，300円 枠連： 51，214，600円
馬連： 255，828，000円 馬単： 129，626，400円 ワイド： 234，243，800円
3連複： 434，555，400円 3連単： 633，113，600円 計： 2，036，291，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 180円 � 420円 枠 連（1－3） 500円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 290円 �� 830円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 9，480円

票 数

単勝票数 計1281687 的中 � 473878（1番人気）
複勝票数 計1695413 的中 � 517003（1番人気）� 226525（2番人気）� 68821（8番人気）
枠連票数 計 512146 的中 （1－3） 78589（1番人気）
馬連票数 計2558280 的中 �� 385643（1番人気）
馬単票数 計1296264 的中 �� 124711（1番人気）
ワイド票数 計2342438 的中 �� 234731（1番人気）�� 67993（9番人気）�� 36130（17番人気）
3連複票数 計4345554 的中 ��� 92761（9番人気）
3連単票数 計6331136 的中 ��� 48409（15番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．1―12．0―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．3―45．3―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ デ ィ ク ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2018．9．23 阪神1着

2016．4．30生 牡4栗 母 エーシンベタラネリ 母母 Vermont Girl 16戦3勝 賞金 45，304，000円
〔騎手変更〕 ラインギャラント号の騎手武藤雅は，負傷のため横山和生に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シルバーストーン号・ブラックアウト号・メモワールミノル号

５レース目



（2中山4）第7日 9月27日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 175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

310，840，000円
34，610，000円
1，800，000円
36，340，000円
74，616，500円
4，965，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
932，062，700円
1，140，582，800円
296，023，600円
1，843，520，300円
854，003，000円
1，362，596，000円
2，722，459，600円
4，241，174，800円
1，009，080，300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
5 重 勝
計 14，401，503，100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7日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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