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2508510月3日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2中山4） 第8日 第1競走 ��2，880�障害3歳以上未勝利

発走10時05分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：10．2良・良

69 マイネルパラディ �6芦 60 白浜 雄造 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 462－ 23：14．6 5．5�

711 デ ィ ー ド 牡4鹿 60 西谷 誠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム B504－ 8 〃 ハナ 4．6�
58 マイティウェイ 牡4黒鹿60 上野 翔 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 山際牧場 486－ 63：14．81� 23．9�
11 � クリップスプリンガ 牡6鹿 60 草野 太郎山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 462＋ 63：14．9	 7．0�
813 ヒドゥンパラメータ 牡6鹿 60 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 474－ 23：15．32
 4．3�
57 トーアコルレオーネ 牡4鹿 60 黒岩 悠高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 436＋ 23：16．15 55．2	
814 エレクトロポップ 牡7青鹿60 江田 勇亮 
社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 500－ 43：18．1大差 5．4�
33 カシノウィング 牡4鹿 60 蓑島 靖典柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 504＋203：22．6大差 220．6�
45 クリノキング �6栗 60 伴 啓太栗本 守氏 星野 忍 新冠 柏木 一則 498＋103：23．45 67．4
610 キングテセウス 牡4栗 60 金子 光希保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 516± 03：23．61� 39．5�
46 キューゴーパドック 牡3鹿 58 高野 和馬福田 光博氏 根本 康広 日高 鹿戸 和幸 488－ 23：25．6大差 238．2�
22 アバオアクー �8鹿 60 五十嵐雄祐外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 510－14 （競走中止） 17．2�
34 � シンアンドケン 牡5鹿 60 森 一馬 
フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 486－ 4 （競走中止） 17．9�
712 ジョーカーワイルド 牡5鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 510＋ 6 （競走中止） 12．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，719，000円 複勝： 29，438，700円 枠連： 11，442，300円
馬連： 41，909，100円 馬単： 19，183，900円 ワイド： 34，299，500円
3連複： 70，816，900円 3連単： 76，099，400円 計： 302，908，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 160円 � 520円 枠 連（6－7） 750円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，500円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 7，310円 3 連 単 ��� 33，580円

票 数

単勝票数 計 197190 的中 � 28439（4番人気）
複勝票数 計 294387 的中 � 46253（2番人気）� 56023（1番人気）� 10835（9番人気）
枠連票数 計 114423 的中 （6－7） 11693（3番人気）
馬連票数 計 419091 的中 �� 30064（2番人気）
馬単票数 計 191839 的中 �� 6446（3番人気）
ワイド票数 計 342995 的中 �� 19835（2番人気）�� 5670（20番人気）�� 4484（25番人気）
3連複票数 計 708169 的中 ��� 7259（23番人気）
3連単票数 計 760994 的中 ��� 1643（110番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 52．2－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルパラディ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Green Desert デビュー 2016．6．5 阪神2着

2014．2．14生 �6芦 母 ロ ワ ー ジ 母母 Pamela Peach 障害：2戦1勝 賞金 8，690，000円
〔発走状況〕 キューゴーパドック号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 シンアンドケン号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため2周目5号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。

ジョーカーワイルド号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
アバオアクー号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

※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 クラウンデフィート号・マリノパシフィカス号

2508610月3日 晴 良 （2中山4） 第8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

611 メイショウムラクモ 牡2鹿 55 柴田 善臣松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 484＋ 41：53．5 66．1�
48 トーセンダニエル 牡2鹿 55 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 540－ 21：54．03 23．6�
612 ピースマッチング 牡2芦 55 田辺 裕信 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム B456＋ 21：54．42� 1．8�
35 シバノトロフェオ 牡2黒鹿55 田中 勝春柴 一男氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 476＋ 21：55．46 18．4�
59 アイノファンタジー 牡2鹿 55

54 ☆斎藤 新ライフエンタープライズ	 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 458＋ 41：55．82� 17．7

713 ケイツーマルカ 牝2鹿 54 横山 武史楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 486± 01：56．12 3．2�
23 コトブキアルニラム 牝2芦 54 黛 弘人尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 432＋ 41：56．2� 206．2�
12 ロングテール 牡2鹿 55 内田 博幸保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 クビ 38．4
714 ブルヴェール 牡2黒鹿 55

52 ▲山田 敬士柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 468＋ 21：57．15 289．5�
815 カーラミーア 牝2黒鹿54 横山 和生 	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 434－ 61：57．63 26．6�
816 エクスカリバー 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 448＋ 21：57．81� 162．0�
510 ネイチャーラブリー 牡2鹿 55 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 434－ 61：59．29 62．2�
47 コスモライティング 牡2青鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 石郷岡 五月 460± 01：59．51� 317．1�
11 オビワンエンペラー 牡2鹿 55 勝浦 正樹	富士開発 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 532＋ 41：59．71 76．7�
36 トーヨーヒヨウ 牡2栗 55 吉田 豊中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 500＋ 22：00．55 212．2�
24 アナザーヴィータ 牡2栗 55 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 484± 02：01．56 15．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，626，700円 複勝： 57，659，900円 枠連： 11，943，300円
馬連： 65，081，400円 馬単： 35，113，300円 ワイド： 62，321，200円
3連複： 113，001，400円 3連単： 141，545，400円 計： 526，292，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，610円 複 勝 � 1，390円 � 370円 � 110円 枠 連（4－6） 1，970円

馬 連 �� 111，580円 馬 単 �� 274，320円

ワ イ ド �� 16，880円 �� 2，330円 �� 560円

3 連 複 ��� 41，910円 3 連 単 ��� 877，090円

票 数

単勝票数 計 396267 的中 � 5083（10番人気）
複勝票数 計 576599 的中 � 6473（11番人気）� 29260（5番人気）� 222078（1番人気）
枠連票数 計 119433 的中 （4－6） 4686（7番人気）
馬連票数 計 650814 的中 �� 452（69番人気）
馬単票数 計 351133 的中 �� 96（143番人気）
ワイド票数 計 623212 的中 �� 899（63番人気）�� 6688（18番人気）�� 30719（2番人気）
3連複票数 計1130014 的中 ��� 2022（75番人気）
3連単票数 計1415454 的中 ��� 117（827番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．3―12．7―12．4―12．6―13．0―13．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．2―48．9―1：01．3―1：13．9―1：26．9―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウムラクモ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．9．12 中山15着

2018．3．31生 牡2鹿 母 ノースパストラル 母母 ブランピュール 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネイチャーラブリー号・コスモライティング号・オビワンエンペラー号・トーヨーヒヨウ号・

アナザーヴィータ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クリノグリゴロス号・ゲンパチボロネーゼ号・コスモコラッジョ号

第４回 中山競馬 第８日



2508710月3日 晴 良 （2中山4） 第8日 第3競走 ��
��1，200�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
1：07．8
1：07．5

良
良

714 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 444＋ 41：10．7 26．1�
510 インヴァネス 牝2青 54 三浦 皇成矢野 亨憲氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 454＋ 61：10．8� 3．4�
59 ラ イ ン マ ン 牡2鹿 55 丸田 恭介鹽田 久義氏 南田美知雄 新冠 大狩部牧場 430＋ 8 〃 クビ 66．5�
816 アウトレイジング 牡2青鹿55 津村 明秀三浦 勝仁氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 416＋ 2 〃 アタマ 8．8�
611 デリスブラン 牡2芦 55 江田 照男田原 邦男氏 小島 茂之 日高 スウィング

フィールド牧場 466－ 41：10．9� 22．6�
48 ジュンジョウカレン 牝2栗 54 宮崎 北斗スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 前田ファーム 428＋121：11．0クビ 4．9	
36 ゴ ラ ン デ ィ 牡2鹿 55 横山 武史吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 444＋18 〃 ハナ 9．7

47 サウンドクラウン 牡2黒鹿55 田辺 裕信増田 雄一氏 和田正一郎 日高 新井 昭二 466－ 2 〃 ハナ 27．6�
815 バルネージュ �2芦 55 木幡 巧也手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 502＋ 4 〃 クビ 18．4�
24 フレンドロマン 牝2芦 54

51 ▲山田 敬士横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 394＋ 4 〃 アタマ 5．7

35 ニューフィー 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 酒井牧場 432＋12 〃 ハナ 39．7�
23 ハートロック 牡2栗 55

53 △菅原 明良�パニオロ 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 494－ 41：11．31� 13．1�
11 ビーチリゾート 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 本間 忍 日高 浜本牧場 450＋ 21：11．51	 184．8�
12 ラスティネイル 牝2芦 54

51 ▲秋山 稔樹田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 444－ 4 〃 アタマ 210．1�
713 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 416－ 21：12．13� 500．3�
612 マインヒーロー 牡2鹿 55

52 ▲原 優介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 日高 三輪牧場 450＋ 41：12．2� 417．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，087，400円 複勝： 62，404，800円 枠連： 12，795，900円
馬連： 62，628，200円 馬単： 25，707，600円 ワイド： 56，876，100円
3連複： 96，607，700円 3連単： 95，242，700円 計： 454，350，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 470円 � 170円 � 1，090円 枠 連（5－7） 4，970円

馬 連 �� 5，220円 馬 単 �� 14，000円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 13，020円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 52，200円 3 連 単 ��� 319，680円

票 数

単勝票数 計 420874 的中 � 13672（9番人気）
複勝票数 計 624048 的中 � 30328（7番人気）� 130105（1番人気）� 11869（12番人気）
枠連票数 計 127959 的中 （5－7） 1993（16番人気）
馬連票数 計 626282 的中 �� 9290（20番人気）
馬単票数 計 257076 的中 �� 1377（50番人気）
ワイド票数 計 568761 的中 �� 10695（16番人気）�� 1100（71番人気）�� 5520（31番人気）
3連複票数 計 966077 的中 ��� 1388（140番人気）
3連単票数 計 952427 的中 ��� 216（829番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．4―11．5―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．2―46．7―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グロリユーノワール �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2020．9．20 中山8着

2018．6．18生 牝2鹿 母 サマーラグーン 母母 ベラミロード 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 フレンドロマン号の騎手山田敬士は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※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。
（非当選馬） 2頭 シゲルブイン号・モッツアフィアート号
（非抽選馬） 1頭 セイウンスノー号

2508810月3日 晴 良 （2中山4） 第8日 第4競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走11時40分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．9
1：58．9

良
良

714 レッドヴェロシティ 牡2黒鹿55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 532－ 82：02．9 8．7�
36 タイセイコマンド 牡2鹿 55

53 △菅原 明良田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B472＋ 22：03．11� 5．5�
510 マイネルグロン 牡2青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 486± 02：03．2� 111．4�
48 ベリリウンヌ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 大北牧場 430－ 82：03．51� 131．1�
12 モンサンラディウス 牡2鹿 55 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 494－ 22：03．6クビ 17．6	
35 シャイニングライト 牡2鹿 55 横山 武史井山 登氏 武井 亮 日高 日高大洋牧場 474± 0 〃 アタマ 6．0

817 マイネルヒッツェ 牡2芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 2 〃 アタマ 8．6�
47 マサカウマザンマイ 牡2鹿 55 野中悠太郎鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 462－ 62：03．7� 334．1�
612 ナ ヴ ィ リ オ 牡2鹿 55 横山 和生�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム B470－ 4 〃 アタマ 61．3
713 ナンヨーローズ 牡2黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 446＋ 8 〃 ハナ 47．6�
59 コスモマイディア 牡2黒鹿55 武藤 雅岡田 繁幸氏 武藤 善則 浦河 大北牧場 484＋ 2 〃 ハナ 68．8�
816 トドロキゲキジョウ 牡2黒鹿55 木幡 初也�GET NEXT 武市 康男 新ひだか 静内フアーム 478± 02：03．8� 35．4�
23 コスモオニアシゲ 牡2芦 55 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 42：04．01	 51．3�
24 フェアビアンカ 牝2青鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 460± 02：04．2� 2．4�
11 セントミライ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 460＋ 6 〃 クビ 79．4�
815 ホーリーバジル 牡2鹿 55 内田 博幸飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 462＋ 42：05．58 262．9�
611 アンタンスルフレ 牡2鹿 55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 栄進牧場 438＋ 22：07．5大差 398．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 44，120，400円 複勝： 56，810，600円 枠連： 15，861，000円
馬連： 62，956，400円 馬単： 28，419，000円 ワイド： 55，260，600円
3連複： 96，068，500円 3連単： 105，752，700円 計： 465，249，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 250円 � 210円 � 1，480円 枠 連（3－7） 890円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 810円 �� 6，240円 �� 4，860円

3 連 複 ��� 34，310円 3 連 単 ��� 183，420円

票 数

単勝票数 計 441204 的中 � 42570（5番人気）
複勝票数 計 568106 的中 � 62078（4番人気）� 82507（3番人気）� 7866（14番人気）
枠連票数 計 158610 的中 （3－7） 13811（3番人気）
馬連票数 計 629564 的中 �� 24849（7番人気）
馬単票数 計 284190 的中 �� 4878（16番人気）
ワイド票数 計 552606 的中 �� 18611（8番人気）�� 2215（54番人気）�� 2855（45番人気）
3連複票数 計 960685 的中 ��� 2100（88番人気）
3連単票数 計1057527 的中 ��� 418（455番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．4―12．4―12．6―12．1―12．2―12．0―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―37．3―49．7―1：02．3―1：14．4―1：26．6―1：38．6―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．3
1
3
13，17（4，14）（5，9，15）（6，8，11）（10，16）12（2，7）－1－3・（13，17）14，4（9，8，15）5（6，11，16）10，3（2，7）12，1

2
4
13，17（4，14）（5，9，15）（6，8）（10，11）（2，12，16）7，1，3・（13，17，14）（4，9，8）（5，6）（10，16）15（2，7，3）（11，1）12

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドヴェロシティ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．7．5 福島7着

2018．2．20生 牡2黒鹿 母 トップモーション 母母 プロモーション 3戦1勝 賞金 6，400，000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 ジオフロント号



2508910月3日 晴 良 （2中山4） 第8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

35 シャドウファックス 牝2芦 54 北村 宏司飯塚 知一氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 438 ―1：36．0 24．2�
611 ラヴィズミニオン 牝2黒鹿54 三浦 皇成牧埜 幸一氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 444 ―1：36．42� 5．4�
12 グランパラディーゾ 牝2鹿 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464 ―1：36．61 2．6�
24 ヴァシリエフスキー 牝2鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 476 ―1：36．7� 13．2�
47 エ コ ロ ワ カ 牝2黒鹿54 武士沢友治原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 松田牧場 450 ―1：36．91� 155．9�
11 ベストシンガー 牝2鹿 54 石橋 脩石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 452 ―1：37．11 4．1	
714 ド ナ テ ッ ラ 牝2鹿 54 横山 武史 
ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 462 ―1：37．31� 8．3�
36 ナ ー ナ ー ラ 牝2鹿 54 原田 和真落合 幸弘氏 伊藤 大士 日高 戸川牧場 460 ―1：37．51� 65．3�
816 キイソアリング 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士安田嘉太郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 412 ― 〃 クビ 240．1
612 ビッグリーフルーフ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也大屋 高広氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 432 ― 〃 アタマ 196．5�
59 アオイラブリー 牝2栗 54 嘉藤 貴行鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 市川フアーム 432 ―1：37．82 95．2�
510 アイワナスマイル 牝2青鹿54 M．デムーロ DMMドリームクラブ
 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 496 ―1：38．22� 19．9�
713 クイーンシルビア 牝2鹿 54 菱田 裕二田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 市川フアーム 464 ―1：38．3� 122．7�
48 エフティエトワール 牝2青鹿54 木幡 初也吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 462 ―1：38．4クビ 20．6�
23 リアルドリーム 牝2芦 54 江田 照男坪野谷和平氏 中野 栄治 様似 堀 弘康 434 ―1：38．5� 139．9�
815 グッドラックラブ 牝2栗 54 野中悠太郎三岡 陽氏 小桧山 悟 新ひだか タツヤファーム 454 ―1：39．67 310．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，222，300円 複勝： 52，297，600円 枠連： 14，139，600円
馬連： 57，392，700円 馬単： 27，414，100円 ワイド： 48，111，300円
3連複： 82，834，400円 3連単： 91，851，700円 計： 421，263，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，420円 複 勝 � 470円 � 180円 � 140円 枠 連（3－6） 3，610円

馬 連 �� 3，780円 馬 単 �� 7，930円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，210円 �� 400円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 47，800円

票 数

単勝票数 計 472223 的中 � 16505（8番人気）
複勝票数 計 522976 的中 � 20477（8番人気）� 78078（3番人気）� 122278（1番人気）
枠連票数 計 141396 的中 （3－6） 3030（11番人気）
馬連票数 計 573927 的中 �� 11749（16番人気）
馬単票数 計 274141 的中 �� 2590（31番人気）
ワイド票数 計 481113 的中 �� 8870（19番人気）�� 9716（14番人気）�� 34276（2番人気）
3連複票数 計 828344 的中 ��� 12173（15番人気）
3連単票数 計 918517 的中 ��� 1393（156番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―11．9―12．0―11．9―12．0―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―36．1―48．1―1：00．0―1：12．0―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0

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

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

シャドウファックス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ハーツクライ 初出走

2018．2．18生 牝2芦 母 アルマフローラ 母母 セトフローリアンⅡ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 グランパラディーゾ号の騎手池添謙一は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の23頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）23頭 アルジェントステラ号・ウプサラ号・エスシーヴィオラ号・カゼノシルエット号・カルタゴ号・ゲツレンカ号・

コスモクーシェリ号・サンフィニティ号・シュアーヴアリア号・シーチェンジ号・スノーハレーション号・
ダイヤモンドブルー号・ナイアレ号・ナンノコレシキ号・バジェナート号・パッドゥラパン号・
ファインディーヴァ号・フローズンカクテル号・ペイシャクェーサー号・マエストリーナ号・ミラグロス号・
ロックオンエイム号・ローゼライト号

2509010月3日 晴 良 （2中山4） 第8日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走13時00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

612 サイファーシチー 牡2栗 55 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478 ―1：12．9 2．0�
47 ファイアダンサー 牝2青鹿54 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440 ―1：13．11� 5．3�
36 タイガースネーク 牡2栗 55 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 芳住 鉄兵 468 ―1：13．31� 10．9�
24 タイセイアンシェル 牡2鹿 55 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 木下牧場 426 ―1：14．25 17．4�
11 ユメノシラベ 牝2栗 54 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 492 ―1：14．41� 25．8�
713 カラーオブウィンド 牡2栗 55 嶋田 純次平田 修氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B492 ―1：14．61� 42．8	
714 ベニノフェアリー 牝2栗 54

51 ▲秋山 稔樹�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上牧場 452 ―1：15．13 154．7

23 コートリーアスペン 牡2栗 55 戸崎 圭太�G1レーシング 栗田 徹 安平 追分ファーム 462 ― 〃 クビ 8．7�
12 マ リ ア ッ チ 牡2鹿 55 黛 弘人内藤 好江氏 中野 栄治 新ひだか キヨタケ牧場 470 ―1：15．41� 319．9�
59 チョコラータ 牝2栗 54 野中悠太郎新木 鈴子氏 高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 466 ―1：15．5クビ 18．0
510 セ ン ナ リ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 496 ― 〃 クビ 180．2�
815 ハ ン ザ 牝2栗 54 横山 武史吉田 和美氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 426 ―1：15．6� 14．4�
35 セ イ ル ー ク 牡2青 55 武士沢友治金田 成基氏 深山 雅史 新ひだか 城地牧場 442 ―1：15．7クビ 261．9�
816 ミヤコマイハート 牝2栗 54 丸山 元気吉田喜代司氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 446 ―1：16．12� 100．1�
611 アビースマイル 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子�門別牧場 清水 英克 新冠 佐藤 静子 410 ―1：17．58 124．1�
48 アンジュブラン 牝2芦 54

52 △菅原 明良岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 静内杉下牧場 502 ―1：18．24 66．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，971，500円 複勝： 48，800，000円 枠連： 12，056，000円
馬連： 56，380，600円 馬単： 30，420，600円 ワイド： 48，905，200円
3連複： 87，334，600円 3連単： 102，823，200円 計： 435，691，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 140円 � 220円 枠 連（4－6） 450円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 260円 �� 400円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 3，780円

票 数

単勝票数 計 489715 的中 � 203501（1番人気）
複勝票数 計 488000 的中 � 144074（1番人気）� 84505（2番人気）� 40721（4番人気）
枠連票数 計 120560 的中 （4－6） 20480（1番人気）
馬連票数 計 563806 的中 �� 92987（1番人気）
馬単票数 計 304206 的中 �� 34181（1番人気）
ワイド票数 計 489052 的中 �� 53739（1番人気）�� 30460（3番人気）�� 17521（7番人気）
3連複票数 計 873346 的中 ��� 38955（2番人気）
3連単票数 計1028232 的中 ��� 19707（2番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．0―12．5―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．6―35．6―48．1―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイファーシチー �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ゴールドアリュール 初出走

2018．5．6生 牡2栗 母 アイシークレット 母母 ワンモアヒット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 セイルーク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戒告。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンジュブラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月3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 アウリイ号・アポログランツ号・インゴットバード号・カラハリ号・クロヌサンファン号・ケプチャン号・

コーンフィールド号・ストロングカレント号・スマートリン号・セレージャ号・デクラーク号・ピクシーズパラソル号・
プレイイットラウド号・プレゼント号・プーフルフル号・マロンビクトリー号・ミルトブラック号・リーガルゲイリー号



2509110月3日 晴 良 （2中山4） 第8日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

22 ルナエクリプス 牡3栗 55 石橋 脩吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 522＋ 61：54．4 7．2�
710 クリノクーニング 牡5鹿 57

54 ▲秋山 稔樹栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 460＋ 4 〃 クビ 37．8�
44 グラスデスティーノ 牡3鹿 55 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B474－ 41：54．5クビ 6．0�
11 インナーアリュール 牡3鹿 55

52 ▲原 優介平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 478＋ 41：54．71� 5．5�
45 スパークインザアイ �3鹿 55 三浦 皇成西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 446－ 61：55．01� 80．8�
711 レアリザトゥール 牡3黒鹿55 内田 博幸 	京都ホースレーシング 小手川 準 新ひだか チャンピオンズファーム 460－ 6 〃 ハナ 7．6

812 トランスポーター 牡4芦 57 田辺 裕信安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 500＋ 61：55．31	 4．4�
69 サトノアレックス 牡3栗 55 M．デムーロ 	サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 512＋ 41：55．4	 4．4�
68 ペイシャシキブ 牡4黒鹿 57

54 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 B472＋ 41：55．82	 193．6
56 アポロセイラン 牡3鹿 55 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 460－ 4 〃 クビ 73．6�
57 エ デ リ ー 牡4鹿 57 杉原 誠人ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B550＋141：56．43	 8．3�
813 フィデリオグリーン 牡4鹿 57 野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 486－ 61：56．61 126．5�

（12頭）
33 アスクフラッシュ 牡4黒鹿 57

55 ◇藤田菜七子廣崎利洋HD	 田島 俊明 日高 下河辺牧場 492＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 47，712，300円 複勝： 65，272，900円 枠連： 11，407，300円
馬連： 81，521，500円 馬単： 33，461，300円 ワイド： 62，811，900円
3連複： 109，477，100円 3連単： 126，466，600円 計： 538，130，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 310円 � 710円 � 220円 枠 連（2－7） 3，240円

馬 連 �� 15，090円 馬 単 �� 25，550円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 1，080円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 28，970円 3 連 単 ��� 189，430円

票 数

単勝票数 差引計 477123（返還計 4181） 的中 � 52738（5番人気）
複勝票数 差引計 652729（返還計 13482） 的中 � 56335（6番人気）� 20461（8番人気）� 87391（4番人気）
枠連票数 差引計 114073（返還計 5109） 的中 （2－7） 2725（20番人気）
馬連票数 差引計 815215（返還計 20869） 的中 �� 4186（33番人気）
馬単票数 差引計 334613（返還計 9002） 的中 �� 982（57番人気）
ワイド票数 差引計 628119（返還計 25573） 的中 �� 5669（28番人気）�� 15401（17番人気）�� 5633（29番人気）
3連複票数 差引計1094771（返還計 66113） 的中 ��� 2834（78番人気）
3連単票数 差引計1264666（返還計 65602） 的中 ��� 484（474番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―38．1―51．3―1：03．5―1：15．5―1：27．9―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルナエクリプス �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．8．11 新潟7着

2017．5．9生 牡3栗 母 インクレセント 母母 インコグニート 9戦2勝 賞金 17，050，000円
〔競走除外〕 アスクフラッシュ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
※出走取消馬 サトノワールド号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）

2509210月3日 晴 良 （2中山4） 第8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
1：08．5
1：08．5

重
重

35 � ス イ 牝3鹿 53 M．デムーロ吉田 和美氏 戸田 博文 米
Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

492＋101：12．2 2．7�
48 グランドストローク 牡3黒鹿55 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 452＋ 2 〃 ハナ 16．4�
714	 リネンコジーン 牡5芦 57 吉田 豊戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 480－10 〃 クビ 31．3�
815 ホウオウモントレー 牝4芦 55 柴田 大知小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 504＋ 21：12．3
 7．2�
611 メイクアンシー 牡4青鹿 57

54 ▲山田 敬士チームユッキレーシング 小手川 準 日高 広富牧場 462＋ 41：12．4クビ 4．8�
36 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 482＋ 4 〃 ハナ 24．8	
59 ノ ヘ ア 牝3芦 53 西村 太一 
ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 420－ 81：12．61
 48．9�
510 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 440＋ 41：12．7クビ 17．9�
12 	 ウエスタンマリーヤ 牝5鹿 55 横山 和生西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 496＋24 〃 アタマ 129．4
713 トーアシオン 牡4栗 57 江田 照男高山ランド
 星野 忍 豊浦トーア牧場 492± 01：12．8
 5．8�
24 	 ノーブルクロノス 牡4栗 57 野中悠太郎吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 飛野牧場 536＋ 21：13．01� 19．6�
612 シゲルハウメア 牡3栗 55 内田 博幸森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 466＋18 〃 アタマ 33．8�
47 トモジャバロンド 牡4黒鹿57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 478－ 41：13．21
 17．8�
11 ヤマニンシーベリー 牝6栗 55 黛 弘人土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 458＋121：13．83
 257．2�
816	 リ ゼ 牝4栗 55 嘉藤 貴行榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 446± 01：13．9
 198．4�
23 	 ブラーミスト 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介加藤 徹氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 422－131：14．32 297．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，096，400円 複勝： 57，192，100円 枠連： 16，246，900円
馬連： 75，428，700円 馬単： 31，762，600円 ワイド： 66，528，100円
3連複： 118，393，400円 3連単： 118，235，600円 計： 524，883，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 170円 � 340円 � 550円 枠 連（3－4） 950円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 2，440円 �� 4，530円

3 連 複 ��� 31，820円 3 連 単 ��� 91，580円

票 数

単勝票数 計 410964 的中 � 120745（1番人気）
複勝票数 計 571921 的中 � 112669（1番人気）� 40553（5番人気）� 22421（10番人気）
枠連票数 計 162469 的中 （3－4） 13120（3番人気）
馬連票数 計 754287 的中 �� 22985（7番人気）
馬単票数 計 317626 的中 �� 7319（8番人気）
ワイド票数 計 665281 的中 �� 14240（11番人気）�� 6985（34番人気）�� 3710（52番人気）
3連複票数 計1183934 的中 ��� 2790（113番人気）
3連単票数 計1182356 的中 ��� 936（331番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．8―12．1―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―35．1―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ス イ �
�
父 Candy Ride �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2019．12．14 中山8着

2017．1．25生 牝3鹿 母 Eltimaas 母母 Najecam 4戦2勝 賞金 13，210，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アースコレクション号・ベストマジック号



2509310月3日 曇 良 （2中山4） 第8日 第9競走 ��
��2，000�

ふ よ う

芙蓉ステークス
発走14時35分 （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．9
1：58．9

良
良

33 ランドオブリバティ 牡2鹿 55 三浦 皇成吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464－ 22：01．2 3．2�
89 ア ラ ン デ ル 牡2鹿 55 池添 謙一 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 518＋122：01．83	 4．2�
77 ヴェローチェオロ 牡2栗 55 大野 拓弥大野 剛嗣氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 458＋ 4 〃 クビ 6．4�
66 ヴ ィ ゴ ー レ 牡2芦 55 田辺 裕信�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 4 〃 アタマ 13．0�
88 フ ル ネ ー ズ 牡2鹿 55 石川裕紀人�G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 500± 02：02．01 25．7	
55 テリオスルイ 牡2鹿 55 菱田 裕二鈴木美江子氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 458± 02：02．53 5．6

44 ブラックラテ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：02．92	 9．0�
11 ウインルーア 牝2鹿 54 横山 武史�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 82：03．0クビ 35．0�
22 ウイングリュック 牡2青鹿55 石橋 脩�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 488＋242：03．74 16．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 69，022，300円 複勝： 70，408，500円 枠連： 12，251，400円
馬連： 97，205，200円 馬単： 44，970，800円 ワイド： 64，914，100円
3連複： 132，227，200円 3連単： 202，957，200円 計： 693，956，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 170円 � 160円 枠 連（3－8） 620円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 270円 �� 320円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 5，840円

票 数

単勝票数 計 690223 的中 � 175861（1番人気）
複勝票数 計 704085 的中 � 160259（1番人気）� 100860（4番人気）� 102403（3番人気）
枠連票数 計 122514 的中 （3－8） 15223（1番人気）
馬連票数 計 972052 的中 �� 103926（1番人気）
馬単票数 計 449708 的中 �� 23063（1番人気）
ワイド票数 計 649141 的中 �� 65214（1番人気）�� 51876（2番人気）�� 33937（5番人気）
3連複票数 計1322272 的中 ��� 69803（3番人気）
3連単票数 計2029572 的中 ��� 25175（5番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランドオブリバティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubawi デビュー 2020．8．9 新潟1着

2018．4．27生 牡2鹿 母 ドバウィハイツ 母母 Rosie’s Posy 2戦2勝 賞金 23，196，000円

2509410月3日 曇 良 （2中山4） 第8日 第10競走 ��
��1，200�

か つ う ら

勝 浦 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．9．28以降2．9．27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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

816 グッドマックス 牝3芦 51 木幡 巧也長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 448± 01：08．8 19．2�
59 � デルマカトリーナ 牝4鹿 54 横山 武史浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 436－ 6 〃 ハナ 12．2�
48 アルムブラスト 牡3鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 520＋101：08．9� 4．1�
510� ライバーバード 牡6芦 55 津村 明秀馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B514－ 41：09．0	 16．6�
12 ニシノストーム 牡3鹿 53 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 502＋16 〃 ハナ 18．6�
23 ダノンハイパワー 牡6黒鹿54 横山 和生	ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 506－ 2 〃 アタマ 46．6

612 マイネルアルケミー 牡4栗 56 戸崎 圭太 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 474＋ 41：09．1� 6．1�
35 マリノディアナ 牝5青鹿52 吉田 豊和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 450＋ 2 〃 クビ 60．2�
611 シオミチクレバ 牝3鹿 51 石川裕紀人谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 486＋121：09．31
 14．9
815 リノワールド 牝5栗 52 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 428＋ 41：09．4	 62．6�
713 ニシノコデマリ 牝5鹿 52 丸山 元気西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 436－ 21：09．5クビ 33．5�
47 アルピニズム 牡3鹿 53 藤田菜七子吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 488－ 21：09．71
 4．0�
36 コスモリモーネ 牡3栗 52 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 516＋ 2 〃 クビ 63．5�
714 ト ン ボ イ 牝5栗 54 石橋 脩幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 446＋ 21：09．8クビ 22．8�
11 セイウンリリシイ 牝5鹿 53 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 クビ 19．8�
24 クイックレス 牝3黒鹿51 武藤 雅中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 村田牧場 448± 01：10．22� 11．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，391，800円 複勝： 93，491，000円 枠連： 40，839，400円
馬連： 157，240，800円 馬単： 55，678，000円 ワイド： 118，349，900円
3連複： 252，709，500円 3連単： 239，542，500円 計： 1，017，242，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 450円 � 350円 � 180円 枠 連（5－8） 3，860円

馬 連 �� 8，000円 馬 単 �� 16，960円

ワ イ ド �� 2，600円 �� 1，690円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 11，390円 3 連 単 ��� 98，060円

票 数

単勝票数 計 593918 的中 � 24653（9番人気）
複勝票数 計 934910 的中 � 46773（8番人気）� 63254（5番人気）� 172174（1番人気）
枠連票数 計 408394 的中 （5－8） 8193（17番人気）
馬連票数 計1572408 的中 �� 15230（32番人気）
馬単票数 計 556780 的中 �� 2461（71番人気）
ワイド票数 計1183499 的中 �� 11477（35番人気）�� 17977（18番人気）�� 29217（5番人気）
3連複票数 計2527095 的中 ��� 16640（30番人気）
3連単票数 計2395425 的中 ��� 1771（313番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．2―11．5―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―33．8―45．3―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 13，14（4，7，12）（11，8，15）（1，6，16）2（3，9，10）5 4 13（14，12）（4，15）（7，8）（1，16）（11，2）（6，10）（9，5）3

勝馬の
紹 介

グッドマックス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．10．5 東京4着

2017．5．8生 牝3芦 母 グッドルッキング 母母 オリエンタルアート 11戦3勝 賞金 39，081，000円
※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 アドレ号・ウインオルビット号・グラスレオ号



2509510月3日 曇 良 （2中山4） 第8日 第11競走 ��
��1，600�

しゅうふう

秋風ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
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55�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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

47 インターミッション 牝3黒鹿53 石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 414＋121：33．3 15．5�
713 オールイズウェル 牡4黒鹿57 戸崎 圭太小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 494＋ 8 〃 クビ 5．4�
612 ロフティフレーズ 牝5黒鹿55 三浦 皇成水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 474＋ 41：33．51� 32．7�
48 レッドベルローズ 牝5青鹿55 武藤 雅 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 468－14 〃 クビ 58．4�
714 ロ ラ イ マ 	7鹿 57 北村 宏司 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 ハナ 24．4	
36 ア ガ ラ ス 牡4青鹿57 M．デムーロ �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：33．6
 7．9

35 カイザーミノル 牡4鹿 57 池添 謙一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 472－ 21：34．02
 9．5�
23 キングリッド 牡6鹿 57 津村 明秀吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 452± 0 〃 アタマ 93．5�
24 アドマイヤスコール 牡4鹿 57 田辺 裕信近藤 旬子氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 478－ 21：34．1クビ 11．8
815 ウイングレイテスト 牡3栗 55 横山 武史�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 500＋14 〃 アタマ 3．6�
12 フォルコメン 牡4鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 514＋ 2 〃 クビ 4．0�
510 ホウオウカトリーヌ 牝4鹿 55 野中悠太郎小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 21：34．41
 80．8�
11 ウィンドライジズ 牡6鹿 57 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 466－ 2 〃 クビ 144．8�
611 スーパーブレイク 牡6黒鹿57 吉田 豊堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 476＋ 41：34．5クビ 121．6�
816 ウインゼノビア 牝4栗 55 丹内 祐次�ウイン 青木 孝文 新冠 村本牧場 B484－101：34．71� 86．7�
59 エ ス タ ジ 牝4鹿 55 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B446－ 21：36．29 34．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 105，729，400円 複勝： 154，388，700円 枠連： 60，211，200円
馬連： 288，404，900円 馬単： 100，737，800円 ワイド： 187，091，700円
3連複： 469，114，900円 3連単： 494，202，900円 計： 1，859，881，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 410円 � 220円 � 630円 枠 連（4－7） 2，850円

馬 連 �� 5，210円 馬 単 �� 11，960円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 3，920円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 39，720円 3 連 単 ��� 251，260円

票 数

単勝票数 計1057294 的中 � 54385（7番人気）
複勝票数 計1543887 的中 � 94113（7番人気）� 211307（3番人気）� 57119（9番人気）
枠連票数 計 602112 的中 （4－7） 16351（14番人気）
馬連票数 計2884049 的中 �� 42842（19番人気）
馬単票数 計1007378 的中 �� 6317（44番人気）
ワイド票数 計1870917 的中 �� 29524（19番人気）�� 12162（41番人気）�� 18206（31番人気）
3連複票数 計4691149 的中 ��� 8856（109番人気）
3連単票数 計4942029 的中 ��� 1426（682番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

インターミッション �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．8 中山1着

2017．1．19生 牝3黒鹿 母 レ イ カ ー ラ 母母 カーラパワー 6戦3勝 賞金 48，369，000円

2509610月3日 曇 良 （2中山4） 第8日 第12競走 ��1，200�3歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）（1000万円以下）

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

611 ニシノホライゾン 牡3鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 508± 01：11．3 3．2�
36 スーパーアキラ 牡5栗 57 江田 照男井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 B526＋ 4 〃 ハナ 6．3�
714 メイショウウズマサ 牡4黒鹿57 三浦 皇成松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 496＋ 6 〃 ハナ 4．6�
59 シャインカメリア 牝5芦 55 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 478＋ 61：11．62 46．5�
11 コ パ シ ー ナ �3栗 55 横山 武史椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490＋ 41：12．02 10．9�
47 コウギョウブライト 牡5芦 57 M．デムーロ小林 秀樹氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B452± 01：12．1� 12．3�
12 エースロッカー �5栗 57 宮崎 北斗西森 功氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 486＋ 6 〃 アタマ 71．8	
48 インウィクトス 牡3鹿 55

52 ▲原 優介加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 468＋ 4 〃 クビ 15．9

713� ボンボンショコラ 牝3黒鹿53 池添 謙一田頭 勇貴氏 小崎 憲 新冠 武田牧場 470－121：12．3	 10．4�
612 スターペスマリア 牝6栗 55 菱田 裕二河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 502＋ 6 〃 ハナ 55．6�
816� コールドターキー 牡5栗 57

56 ☆斎藤 新薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 B470± 0 〃 クビ 91．3
23 � スズカユース 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 B446＋ 21：12．5	 45．9�
24 ポルタメント 牡4栗 57 丸山 元気前田 幸治氏 中舘 英二 新ひだか 沼田 照秋 466± 0 〃 クビ 44．6�
510� 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 B452＋ 41：13．24 41．2�
815 ドラゴンズバック 牡3鹿 55 北村 宏司田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 460－ 21：13．3� 14．3�
35 ヴァンドゥメール �3青鹿55 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B490－ 21：13．4� 30．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 89，035，100円 複勝： 118，756，500円 枠連： 41，523，700円
馬連： 187，811，400円 馬単： 72，457，800円 ワイド： 155，769，800円
3連複： 303，808，300円 3連単： 322，372，700円 計： 1，291，535，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 260円 � 180円 枠 連（3－6） 940円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 490円 �� 360円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 8，330円

票 数

単勝票数 計 890351 的中 � 221613（1番人気）
複勝票数 計1187565 的中 � 279395（1番人気）� 93873（4番人気）� 170261（2番人気）
枠連票数 計 415237 的中 （3－6） 34218（3番人気）
馬連票数 計1878114 的中 �� 115114（2番人気）
馬単票数 計 724578 的中 �� 31705（2番人気）
ワイド票数 計1557698 的中 �� 81871（2番人気）�� 120380（1番人気）�� 38531（9番人気）
3連複票数 計3038083 的中 ��� 100925（1番人気）
3連単票数 計3223727 的中 ��� 28045（4番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．2―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―46．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノホライゾン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．21 福島3着

2017．4．24生 牡3鹿 母 フ ェ レ ッ ト 母母 フ ェ ル モ イ 13戦3勝 賞金 38，505，000円
〔制裁〕 スーパーアキラ号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 クリノレオノール号・シルバーストーン号・ピシュマニエ号・プロミネンス号・メモワールミノル号



（2中山4）第8日 10月3日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝C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

214，270，000円
29，140，000円
1，290，000円
24，150，000円
76，305，000円
5，776，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
653，734，600円
866，921，300円
260，718，000円
1，233，960，900円
505，326，800円
961，239，400円
1，932，393，900円
2，117，092，600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 8，531，387，500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8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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