
2509710月4日 曇 良 （2中山4） 第9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

36 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± 01：12．0 6．4�
611 ラストサムライ 牡2芦 55 C．ルメール 玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 454－ 2 〃 クビ 4．4�
816 ウィズインリーチ 牡2鹿 55 横山 武史鈴木 正浩氏 加藤士津八 様似 富田 恭司 454± 01：12．53 11．5�
23 リアルドキュメント 牡2黒鹿55 戸崎 圭太川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 484± 01：13．24 1．9�
59 ハクシンエース 牡2黒鹿55 柴田 善臣新井原 博氏 星野 忍 新冠 川上牧場 422± 01：13．41 64．1�
12 イソエイヒカリ 牡2鹿 55

53 △菅原 明良磯部 敏夫氏 松山 将樹 浦河 栄進牧場 466± 01：13．72 26．6	
48 スノークリスマス 牝2芦 54

53 ☆斎藤 新�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 426－ 21：14．44 22．7

713 テンペスタース 牡2鹿 55 野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 458＋ 41：14．5� 117．8�
24 ノーマロエア 牝2栗 54 丹内 祐次�リーヴァ 松永 康利 千歳 社台ファーム 458－ 41：14．6� 209．7�
612 サ イ ウ ン 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 476± 01：14．7クビ 138．3
714 アリエージュ 牝2黒鹿54 江田 照男ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 426＋ 2 〃 クビ 19．0�
510 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 434－ 41：15．01� 437．4�
815 クマノコドウ 牡2鹿 55

52 ▲原 優介竹本いずみ氏 田中 剛 日高 渋谷 健作 412＋121：15．1� 396．2�
47 ナムラマカルー 牡2栗 55

52 ▲小林 凌大奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 日高 いとう牧場 476± 01：15．2� 553．9�
35 ア デ ウ ス 牝2鹿 54 松若 風馬平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 440＋ 8 〃 クビ 62．4�
11 マ ラ ド ー ナ 牡2栗 55 西田雄一郎中村 智幸氏 岩戸 孝樹 浦河 バンブー牧場 B466－ 21：15．73 98．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，389，500円 複勝： 70，890，500円 枠連： 12，587，400円
馬連： 74，869，700円 馬単： 39，225，700円 ワイド： 68，071，200円
3連複： 124，363，600円 3連単： 157，523，600円 計： 597，921，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 200円 � 350円 枠 連（3－6） 1，200円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 480円 �� 910円 �� 820円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 22，570円

票 数

単勝票数 計 503895 的中 � 65510（3番人気）
複勝票数 計 708905 的中 � 109754（2番人気）� 95601（3番人気）� 44653（5番人気）
枠連票数 計 125874 的中 （3－6） 8069（4番人気）
馬連票数 計 748697 的中 �� 41465（5番人気）
馬単票数 計 392257 的中 �� 9608（10番人気）
ワイド票数 計 680712 的中 �� 38184（3番人気）�� 18573（11番人気）�� 20767（9番人気）
3連複票数 計1243636 的中 ��� 23097（12番人気）
3連単票数 計1575236 的中 ��� 5060（69番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．3―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―46．3―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F38．0
3 3，6，14（1，4，16）11，8（2，12）－9，15－（10，13）7，5 4 3，6（4，14，16）1，11－（2，8）12，9－（15，13）（10，7）－5

勝馬の
紹 介

ビーマイベイビー �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．7．4 福島6着

2018．5．9生 牝2鹿 母 デスティニーラブ 母母 スローアキッス 5戦1勝 賞金 7，870，000円
〔制裁〕 アリエージュ号の騎手江田照男は，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：4番・1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。
（非抽選馬） 1頭 クリノザウルス号

2509810月4日 曇 良 （2中山4） 第9日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時35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

59 コウソクカレン 牝2鹿 54 川田 将雅野﨑 昭夫氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 494－ 21：35．9 6．0�
36 ラインプリンス 牡2鹿 55 戸崎 圭太大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 470－ 21：36．21� 4．2�
12 ジェミニテソーロ 牡2黒鹿55 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか 矢野牧場 474＋ 2 〃 クビ 3．6�
24 ビーマイセルフ 牝2青鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 438－ 21：36．62� 54．6�
11 トーセンメラニー 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 458＋ 4 〃 ハナ 8．5


713 コスモチョコラトル 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 21：36．7� 10．0�
23 トーセンネッロ 牡2黒鹿55 横山 和生島川 	哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－ 2 〃 クビ 89．1�
815 ドルフィンクエスト 牡2鹿 55 木幡 巧也�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 468＋ 61：36．8� 76．7
47 ブ レ リ ア 牝2青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 434－ 41：36．9クビ 38．8�

816 ジオパークマグマ 牡2鹿 55
53 △菅原 明良小関 勝紀氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 440± 0 〃 クビ 23．9�

510 マイネルレイヨン 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 21：37．0� 91．1�

612 クロパラントゥ 牡2黒鹿55 浜中 俊長谷川祐司氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 498＋ 61：37．21� 26．5�
714 エイメイカカン 牝2黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 2 〃 クビ 9．0�
35 ホットポッド 牡2青 55

52 ▲原 優介小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 418＋ 21：37．3� 203．6�
48 スティルライフ 牝2黒鹿54 田辺 裕信藤井 孝治氏 黒岩 陽一 新ひだか 野坂牧場 456＋ 61：37．72� 70．2�
611 エクセルボス 牡2栗 55

52 ▲小林 凌大谷川 正純氏 小手川 準 新ひだか 米田牧場 462＋ 61：38．01� 260．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，865，500円 複勝： 60，913，000円 枠連： 15，588，400円
馬連： 74，632，700円 馬単： 29，658，500円 ワイド： 64，725，900円
3連複： 119，447，400円 3連単： 118，643，800円 計： 525，475，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 170円 � 140円 � 140円 枠 連（3－5） 1，170円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 380円 �� 400円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 6，920円

票 数

単勝票数 計 418655 的中 � 57880（3番人気）
複勝票数 計 609130 的中 � 82560（3番人気）� 113970（2番人気）� 121530（1番人気）
枠連票数 計 155884 的中 （3－5） 10286（5番人気）
馬連票数 計 746327 的中 �� 49437（3番人気）
馬単票数 計 296585 的中 �� 9750（7番人気）
ワイド票数 計 647259 的中 �� 42976（2番人気）�� 40227（3番人気）�� 46840（1番人気）
3連複票数 計1194474 的中 ��� 66629（1番人気）
3連単票数 計1186438 的中 ��� 12425（5番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．5―12．3―12．2―11．9―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．2―47．5―59．7―1：11．6―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コウソクカレン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．6．28 東京4着

2018．2．7生 牝2鹿 母 エレガントマナー 母母 ネオクラシック 3戦1勝 賞金 6，200，000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 スノウリリー号

第４回 中山競馬 第９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



2509910月4日 曇 良 （2中山4） 第9日 第3競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走11時05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

11 ラ ナ キ ラ 牝2鹿 54 C．ルメール�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438 ―1：10．7 2．6�

510 サニーオーシャン 牡2鹿 55 武藤 雅海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 448 ―1：11．12� 3．2�
59 バ ク ラ ヴ ァ 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 和美氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 446 ―1：11．52� 5．1�
35 ホノノルーカ 牝2黒鹿 54

52 △菅原 明良鈴木 誠氏 林 徹 千歳 社台ファーム 404 ―1：11．71� 14．7�
611 デルマケゴン 牝2芦 54

51 ▲秋山 稔樹浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 406 ―1：11．91 39．3�
24 ベ ン タ ロ ン 牝2鹿 54 杉原 誠人	ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 422 ―1：12．43 207．1

816 メイジュオーシャン 牝2鹿 54 内田 博幸荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 462 ― 〃 ハナ 21．6�
12 フミエイター 牡2芦 55

52 ▲原 優介林 文彦氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 410 ―1：12．61 191．3�
714 ヤエノリバー 牝2青鹿54 横山 和生山本弥恵子氏 小野 次郎 新ひだか 田湯牧場 452 ― 〃 クビ 67．5
48 � シゲルセンチュリー 牝2黒鹿54 柴田 善臣森中 蕃氏 石毛 善彦 米 Takahiro

Wada 460 ― 〃 ハナ 16．2�
713 デルマイダテン 牡2白 55 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 508 ―1：12．7	 77．9�
47 ブ リ ス ク 牡2栗 55 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 480 ―1：13．55 267．0�
612 エガオガキュート 牝2黒鹿54 木幡 初也�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 456 ― 〃 アタマ 17．4�
23 マーメイドソング 牝2黒鹿54 野中悠太郎	和田牧場 松永 康利 日高 スマイルファーム 488 ― 〃 クビ 159．9�
36 マリノアマービレ 牝2青鹿54 江田 照男和田 志保氏 清水 英克 日高 クラウン日高牧場 430 ―1：13．81� 119．4�

（15頭）
815 アルトヴォラーレ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，119，800円 複勝： 40，809，100円 枠連： 15，257，800円
馬連： 55，180，500円 馬単： 29，836，500円 ワイド： 45，400，800円
3連複： 82，250，700円 3連単： 102，969，300円 計： 415，824，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 120円 � 130円 枠 連（1－5） 250円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 240円 �� 220円 �� 280円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 1，970円

票 数

単勝票数 差引計 441198（返還計 4596） 的中 � 138584（1番人気）
複勝票数 差引計 408091（返還計 2046） 的中 � 98897（1番人気）� 88432（2番人気）� 70991（3番人気）
枠連票数 差引計 152578（返還計 69） 的中 （1－5） 46377（1番人気）
馬連票数 差引計 551805（返還計 9226） 的中 �� 86331（1番人気）
馬単票数 差引計 298365（返還計 4489） 的中 �� 27269（2番人気）
ワイド票数 差引計 454008（返還計 5428） 的中 �� 49413（2番人気）�� 53569（1番人気）�� 39493（3番人気）
3連複票数 差引計 822507（返還計 23124） 的中 ��� 97106（1番人気）
3連単票数 差引計1029693（返還計 32401） 的中 ��� 37760（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．9―11．7―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．5―47．2―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．2
3 ・（1，10）－6（12，16）5，9（13，14）11，8－（7，4）3，2 4 ・（1，10）－5（6，12，16）9，14（8，11）13（7，4）－2－3

勝馬の
紹 介

ラ ナ キ ラ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2018．4．29生 牝2鹿 母 ラ ベ 母母 クイーンリザーブ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 アルトヴォラーレ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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 カシノローズ号・カンノンアラシ号・ジャガード号・デモネタブンキット号・ブラウンザウバー号・

ベルウッドサンキュ号・マイネルニゲラ号・ラズベリーラバー号

2510010月4日 曇 良 （2中山4） 第9日 第4競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走11時35分 （ダート・右）（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
1：48．5
1：47．6

重
重

45 スピードオブラブ 牝3鹿 53 三浦 皇成石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 440－ 21：53．6 3．4�
56 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 464＋ 21：53．81� 26．7�
57 ミュアウッズ 牝3鹿 53 横山 武史吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 572－ 61：53．9クビ 2．0�
710 ヤンチャプリヒメ 牝4鹿 55 菱田 裕二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 446＋ 41：54．21� 26．6�
44 カイトレッド 牝3鹿 53 柴田 大知本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 450＋ 61：54．51� 14．7�
68 ユースフルラヴ 牝3黒鹿53 黛 弘人吉田 晴哉氏 田中 博康 安平 追分ファーム 420－ 21：54．6� 6．3�
813 コンスタンティナ 牝4鹿 55

52 ▲秋山 稔樹山本三津子氏 中野 栄治 新ひだか 田上 徹 498＋ 21：54．81� 26．3	
711	 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 456－ 21：55．22� 186．9

22 ジェイエルフラッグ 牝4青鹿55 野中悠太郎橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 448± 01：55．41 99．1�
69 スリリングドリーム 牝3青 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 466± 01：55．61� 20．4
33 タイセイプルミエ 牝3鹿 53

50 ▲原 優介田中 成奉氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 474＋ 21：55．92 34．4�
812	 ハーバーコメット 牝4芦 55

53 ◇藤田菜七子成富 直行氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 472＋ 21：56．64 127．4�
11 チ ャ ン ダ ナ 牝4芦 55

53 △菅原 明良�ターフ・スポート粕谷 昌央 日高 ナカノファーム 486＋121：59．7大差 29．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，898，000円 複勝： 51，396，000円 枠連： 13，255，400円
馬連： 64，771，100円 馬単： 36，534，500円 ワイド： 61，373，300円
3連複： 106，901，700円 3連単： 144，873，600円 計： 524，003，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 250円 � 120円 枠 連（4－5） 280円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 660円 �� 210円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 15，970円

票 数

単勝票数 計 448980 的中 � 104526（2番人気）
複勝票数 計 513960 的中 � 103553（2番人気）� 35839（4番人気）� 140243（1番人気）
枠連票数 計 132554 的中 （4－5） 36502（1番人気）
馬連票数 計 647711 的中 �� 15255（12番人気）
馬単票数 計 365345 的中 �� 5655（14番人気）
ワイド票数 計 613733 的中 �� 21103（4番人気）�� 91393（1番人気）�� 19003（6番人気）
3連複票数 計1069017 的中 ��� 43056（3番人気）
3連単票数 計1448736 的中 ��� 6573（39番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．7―13．0―12．1―12．2―12．4―13．0―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．0―50．0―1：02．1―1：14．3―1：26．7―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スピードオブラブ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．10．5 東京2着

2017．2．25生 牝3鹿 母 タイホウパーリオ 母母 ローレルアンジュ 10戦2勝 賞金 21，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャンダナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月4日まで平地競走に

出走できない。



2510110月4日 曇 良 （2中山4） 第9日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時25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
1：46．4
1：44．5

良
良

45 タイトルホルダー 牡2鹿 55 戸崎 圭太山田 弘氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 472 ―1：51．4 2．3�
610 ノーダブルディップ 牡2鹿 55 北村 宏司丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 542 ―1：51．61� 13．9�
711 レッドアウレア 牡2栗 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 500 ―1：51．81� 12．4�
712 トーセンポラリス 牡2黒鹿55 石橋 脩島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 476 ―1：51．9� 7．0�
46 グリームエース 牡2鹿 55 武士沢友治柳内 光子氏 久保田貴士 新ひだか 片岡 博 472 ―1：52．21� 53．4	
57 アルマブレイド 牡2青鹿55 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 480 ―1：52．3	 28．1

69 シゲルヤクイン 牡2黒鹿 55

52 ▲小林 凌大森中 蕃氏 和田 雄二 新ひだか 福岡 駿弥 468 ―1：52．4� 421．8�
33 ホワイトハウス 牡2芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B448 ―1：52．61� 119．9
58 エンシェントアイル 牡2鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 542 ―1：52．91� 3．5�
813 オリヒメペコ 牝2芦 54 内田 博幸細川 大輔氏 浅野洋一郎 日高 白井牧場 488 ― 〃 クビ 127．7�
814 カ イ ラ ス 牡2栗 55

52 ▲秋山 稔樹矢野 秀春氏 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 460 ― 〃 アタマ 206．3�
34 ノワールドゥジェ 牝2青 54 横山 武史 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 466 ―1：54．8大差 11．1�
11 アウリガテソーロ 牡2青鹿55 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 512 ―1：55．01� 48．2�
22 セイレジェンド 牡2黒鹿 55

53 △菅原 明良金田 成基氏 中川 公成 浦河 藤春 修二 478 ―1：56．59 206．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 49，684，100円 複勝： 49，796，600円 枠連： 12，512，500円
馬連： 64，103，600円 馬単： 31，075，200円 ワイド： 49，042，300円
3連複： 88，979，800円 3連単： 113，369，300円 計： 458，563，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 300円 � 240円 枠 連（4－6） 1，400円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 570円 �� 510円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 11，230円

票 数

単勝票数 計 496841 的中 � 174026（1番人気）
複勝票数 計 497966 的中 � 143501（1番人気）� 33278（6番人気）� 43953（5番人気）
枠連票数 計 125125 的中 （4－6） 6901（5番人気）
馬連票数 計 641036 的中 �� 35613（6番人気）
馬単票数 計 310752 的中 �� 13131（5番人気）
ワイド票数 計 490423 的中 �� 22395（6番人気）�� 25436（4番人気）�� 7923（18番人気）
3連複票数 計 889798 的中 ��� 18063（11番人気）
3連単票数 計1133693 的中 ��� 7319（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．5―38．1―50．9―1：03．2―1：15．5―1：27．5―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイトルホルダー �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Motivator 初出走

2018．2．10生 牡2鹿 母 メ ー ヴ ェ 母母 Top Table 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ノワールドゥジェ号の騎手横山武史は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイレジェンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月4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 ヴァイスメテオール号・オープストガルテン号・カツノエイトゥ号・キヨラ号・ショウユアセルフ号・スニップ号・

セザンテイオー号・メラニー号

2510210月4日 曇 良 （2中山4） 第9日 第6競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時55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
1：08．5
1：08．5

重
重

59 フジノタカネ 牡4芦 57 C．ルメール 星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B522－ 21：12．0 2．2�
815 コウユークロガヨカ 牡4黒鹿57 野中悠太郎加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B476± 01：12．21� 5．9�
612 ネオレインボウ �4鹿 57 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 490＋ 6 〃 ハナ 15．9�
47 エヌワイパフューム 牝4鹿 55 大野 拓弥サンアンドコム 伊坂 重信 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B526＋141：12．3� 41．2�
611	 マリノリヴィエール 牝4黒鹿55 丸田 恭介矢野まり子氏 本間 忍 日高 クラウン日高牧場 478± 01：12．4クビ 45．6�
11 ダイシンウィット 牡3栗 55 福永 祐一大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B500＋ 4 〃 クビ 6．8�
23 バナナボート 牡6栗 57

54 ▲原 優介田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 坂元 芳春 452＋ 21：12．71� 34．6	
714 ヒカリトップメモリ 牝7鹿 55 柴田 大知
ヒカリクラブ 南田美知雄 新ひだか 服部 牧場 B504＋10 〃 ハナ 145．2�
24 コーラルティアラ 牝3栗 53 横山 典弘 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 468± 01：12．8� 5．8�
48 サ ツ キ マ ス 牝3鹿 53 木幡 巧也越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 458＋10 〃 アタマ 76．8
35 	 シークザトゥルース 牝4栗 55 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B484＋161：13．11� 126．4�
713	 トミケンハミシャ 牡4栗 57 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか タガミファーム 516＋121：13．74 102．1�
36 サトノファビュラス 牝3鹿 53 田中 勝春 
サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 440－101：13．8� 13．9�
12 	 オーサムバローズ �6鹿 57

54 ▲小林 凌大本田 恒雄氏 南田美知雄 日高 シンボリ牧場 490－ 61：14．43� 560．1�
816 デルマガーネット 牝3黒鹿 53

50 ▲小林 脩斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 新ひだか 藤巻 則弘 448＋ 21：14．5� 37．0�
510 ダ ウ ラ ギ リ 牡3芦 55 石橋 脩 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 502－ 41：15．03 23．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，770，600円 複勝： 82，766，300円 枠連： 15，619，700円
馬連： 93，283，200円 馬単： 41，885，200円 ワイド： 87，173，300円
3連複： 147，636，900円 3連単： 164，535，600円 計： 686，670，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 210円 � 350円 枠 連（5－8） 580円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 330円 �� 590円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 8，600円

票 数

単勝票数 計 537706 的中 � 191673（1番人気）
複勝票数 計 827663 的中 � 227927（1番人気）� 93251（4番人気）� 45360（5番人気）
枠連票数 計 156197 的中 （5－8） 20732（2番人気）
馬連票数 計 932832 的中 �� 110383（2番人気）
馬単票数 計 418852 的中 �� 31386（2番人気）
ワイド票数 計 871733 的中 �� 75686（2番人気）�� 36987（4番人気）�� 16362（14番人気）
3連複票数 計1476369 的中 ��� 39008（4番人気）
3連単票数 計1645356 的中 ��� 13857（10番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―12．2―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―46．2―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F38．0
3 ・（5，6）8（13，16）（10，15）1（12，9）（3，7）14－（2，11）＝4 4 5－（6，8）－16（13，1）（10，7，12，15）（3，9）14－（2，11）－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フジノタカネ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Mizzen Mast デビュー 2018．10．21 東京7着

2016．5．7生 牡4芦 母 クルージンミジー 母母 Baby Lets Cruise 16戦2勝 賞金 29，170，000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。
（非当選馬） 2頭 アイアンゾーン号・コングールテソーロ号
（非抽選馬） 3頭 スズカキングボス号・マイネルナイペス号・マハーラーニー号



2510310月4日 曇 良 （2中山4） 第9日 第7競走 ��
��2，200�3歳以上1勝クラス

発走13時25分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
2：10．1
2：09．7

良
良

611 ラ イ ル 牡4鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502－ 42：15．0 6．9�
59 ラヴィンジャー 牝4黒鹿55 戸崎 圭太丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 420－10 〃 ハナ 6．5�
814 コトブキテティス 牝3黒鹿52 北村 宏司尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 430－ 4 〃 クビ 5．9�
712 ミッキーパンチ 牡3栗 54 三浦 皇成野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 ハナ 19．8�
23 リビーリング �5鹿 57 大野 拓弥�G1レーシング 和田 勇介 安平 追分ファーム 504＋ 42：15．31	 12．0	
35 
 ア ス テ ィ �4栗 57

55 ◇藤田菜七子山口謙太郎氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 426＋ 42：15．4	 156．7

22 ヒューマンコメディ 牝3黒鹿52 M．デムーロ野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 478± 02：15．5クビ 23．9�
34 
 ホウオウビクトリー 牡4鹿 57

56 ☆斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 6 〃 ハナ 35．4�
610 ス レ プ ト ン 牡3鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース大和田 成 安平 追分ファーム 452± 02：15．6	 9．0
815 マイネルコロンブス 牡3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 22：15．81� 53．2�
713 ナ ミ ブ �4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 2 〃 ハナ 133．9�
47 シークレットアイズ 牡4黒鹿57 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B506＋14 〃 クビ 2．5�
11 プ ル ク ラ 牡4栗 57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 476＋ 82：16．22	 34．1�
46 
 シュテルンシチー 牡4栗 57 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 448－222：16．41� 61．7�
58 スズカワッペン 牝3栗 52

49 ▲秋山 稔樹永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 390－ 62：18．4大差 624．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 50，022，900円 複勝： 81，919，600円 枠連： 16，326，200円
馬連： 92，851，800円 馬単： 38，396，800円 ワイド： 82，644，100円
3連複： 145，625，800円 3連単： 154，477，000円 計： 662，264，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 190円 � 220円 枠 連（5－6） 990円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 610円 �� 740円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 25，640円

票 数

単勝票数 計 500229 的中 � 57421（4番人気）
複勝票数 計 819196 的中 � 117045（2番人気）� 116784（3番人気）� 92207（4番人気）
枠連票数 計 163262 的中 （5－6） 12726（4番人気）
馬連票数 計 928518 的中 �� 39778（6番人気）
馬単票数 計 383968 的中 �� 6681（14番人気）
ワイド票数 計 826441 的中 �� 34874（4番人気）�� 28159（7番人気）�� 34817（5番人気）
3連複票数 計1456258 的中 ��� 25428（11番人気）
3連単票数 計1544770 的中 ��� 4367（72番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．7―12．2―12．6―12．2―12．4―12．3―12．0―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．5―37．2―49．4―1：02．0―1：14．2―1：26．6―1：38．9―1：50．9―2：02．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ イ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Flower Alley デビュー 2018．12．28 中山3着

2016．3．24生 牡4鹿 母 ライラックスアンドレース 母母 Refinement 12戦2勝 賞金 27，710，000円
〔3走成績による出走制限〕 スズカワッペン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年12月4日まで平地競走に出走でき

ない。

2510410月4日 曇 良 （2中山4） 第9日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走13時55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 550，000
550，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

44 ゼノヴァース 牡3鹿 55 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 462＋ 61：53．1 1．4�

33 トランスナショナル 牡4栗 57 田辺 裕信吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 クビ 4．2�
56 ヴォートルエロー 牡3鹿 55 横山 武史�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 484－ 21：53．95 19．6�
67 テリオスベル 牝3黒鹿 53

50 ▲小林 凌大鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 B432± 0 〃 アタマ 51．2�
55 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 490＋ 2 〃 アタマ 14．3	
812 デルマオニキス 牡3芦 55 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 474－ 2 〃 同着 8．8

22 トレイントレイン 牡4黒鹿57 木幡 巧也�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B506－ 61：54．85 65．8�
811 クリノアントニヌス 牡6栗 57 津村 明秀栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 520± 01：55．75 298．9�
710 ブリッツェンシチー 牡4鹿 57 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 532＋ 21：56．12	 42．0
68 サウンドストリート 牡6鹿 57 松山 弘平増田 雄一氏 和田正一郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 8 〃 アタマ 203．9�
79 ジャディード 牡5黒鹿57 古川 吉洋丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 450－101：56．2	 394．8�
11 ゼヒニオヨバズ �4黒鹿57 江田 照男サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 530＋ 21：56．94 36．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 60，355，600円 複勝： 180，014，800円 枠連： 14，719，300円
馬連： 89，115，700円 馬単： 57，636，100円 ワイド： 75，041，200円
3連複： 142，960，000円 3連単： 288，500，100円 計： 908，342，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 220円 枠 連（3－4） 230円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 160円 �� 390円 �� 530円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，200円

票 数

単勝票数 計 603556 的中 � 329049（1番人気）
複勝票数 計1800148 的中 � 1311858（1番人気）� 145343（2番人気）� 53556（5番人気）
枠連票数 計 147193 的中 （3－4） 49562（1番人気）
馬連票数 計 891157 的中 �� 279993（1番人気）
馬単票数 計 576361 的中 �� 132832（1番人気）
ワイド票数 計 750412 的中 �� 150252（1番人気）�� 42359（6番人気）�� 30069（7番人気）
3連複票数 計1429600 的中 ��� 122337（3番人気）
3連単票数 計2885001 的中 ��� 94732（5番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―13．4―13．6―12．7―12．8―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．2―48．6―1：02．2―1：14．9―1：27．7―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼノヴァース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Beat Hollow デビュー 2019．10．27 東京4着

2017．1．7生 牡3鹿 母 リズムオブライト 母母 Luminda 8戦3勝 賞金 28，100，000円



2510510月4日 曇 良 （2中山4） 第9日 第9競走 ��
��1，600�サ フ ラ ン 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
牝，2歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

66 サトノレイナス 牝2鹿 54 C．ルメール �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：35．2 2．2�
811 テンハッピーローズ 牝2栗 54 福永 祐一天白 泰司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 438＋181：35．41� 5．8�
810 ル ー ス 牝2栗 54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 496＋ 41：35．5クビ 17．4�
55 グランデフィオーレ 牝2芦 54 松山 弘平 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 21：35．6� 11．6�
33 タウゼントシェーン 牝2青 54 戸崎 圭太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 416＋ 21：35．81	 3．5	
44 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 492＋ 21：36．33 9．9

79 グレイトミッション 牝2栗 54 三浦 皇成 IHR 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 444－ 81：36．4クビ 57．3�
78 ニシノエルサ 牝2芦 54 田辺 裕信西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 444－ 21：36．93 124．9�
67 アンチエイジング 牝2鹿 54 山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 450＋ 41：37．11	 266．5
11 
 ス セ リ ヒ メ 牝2鹿 54 丹内 祐次ウィル 河津 裕昭 浦河 大北牧場 436＋ 1 〃 ハナ 224．7�

（川崎）

22 ジュラメント 牝2黒鹿54 藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 430＋ 41：37．31� 43．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 83，635，000円 複勝： 85，961，100円 枠連： 16，006，300円
馬連： 117，532，500円 馬単： 58，961，800円 ワイド： 82，431，200円
3連複： 153，334，000円 3連単： 266，858，800円 計： 864，720，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 170円 � 320円 枠 連（6－8） 520円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 320円 �� 600円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 8，840円

票 数

単勝票数 計 836350 的中 � 307153（1番人気）
複勝票数 計 859611 的中 � 247622（1番人気）� 123922（3番人気）� 48220（6番人気）
枠連票数 計 160063 的中 （6－8） 23478（2番人気）
馬連票数 計1175325 的中 �� 119876（2番人気）
馬単票数 計 589618 的中 �� 40407（3番人気）
ワイド票数 計 824312 的中 �� 73816（2番人気）�� 34181（8番人気）�� 19047（12番人気）
3連複票数 計1533340 的中 ��� 37084（12番人気）
3連単票数 計2668588 的中 ��� 21864（26番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．2―12．3―11．7―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．7―47．9―1：00．2―1：11．9―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノレイナス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Not For Sale デビュー 2020．6．7 東京1着

2018．2．26生 牝2鹿 母 バラダセール 母母 La Balada 2戦2勝 賞金 17，345，000円

2510610月4日 曇 良 （2中山4） 第9日 第10競走 ��
��1，800�茨 城 新 聞 杯

発走15時00分 （芝・右）
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

茨城新聞社賞（1着）
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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

44 ウインカーネリアン 牡3栗 55 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 494＋ 21：47．6 4．9�
66 ル リ ア ン 牡3鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 516± 01：47．81� 2．8�
33 モンブランテソーロ 牡4鹿 57 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 浦河 市川フアーム 478± 01：47．9クビ 13．4�
89 ムーンライトナイト 牝5鹿 55 菱田 裕二 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 41：48．32� 34．3�
78 アブソルティスモ 牡3黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510＋10 〃 アタマ 4．2	
22 	 サトノセシル 牝4鹿 55 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 堀 宣行 英 Faisal Meshrf

Alqahtani 460＋ 61：48．51
 6．8

77 グレイテスト 牝4芦 55 池添 謙一荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 474－ 61：48．6クビ 10．9�
55 ハローユニコーン 牝6鹿 55 田辺 裕信 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 464± 0 〃 クビ 20．6�
11 ホウオウエミーズ 牝3鹿 53 津村 明秀小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 450± 01：48．7� 20．5
810� ギ ャ ツ ビ ー 牡7栗 57 戸崎 圭太 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 464－ 41：49．33� 47．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 67，787，800円 複勝： 99，129，600円 枠連： 22，481，900円
馬連： 156，576，700円 馬単： 63，631，400円 ワイド： 106，297，000円
3連複： 219，133，300円 3連単： 301，877，100円 計： 1，036，914，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 130円 � 250円 枠 連（4－6） 690円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，000円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 11，980円

票 数

単勝票数 計 677878 的中 � 108598（3番人気）
複勝票数 計 991296 的中 � 152352（2番人気）� 243046（1番人気）� 77576（6番人気）
枠連票数 計 224819 的中 （4－6） 25145（2番人気）
馬連票数 計1565767 的中 �� 177618（1番人気）
馬単票数 計 636314 的中 �� 27173（4番人気）
ワイド票数 計1062970 的中 �� 96646（2番人気）�� 24986（15番人気）�� 40685（6番人気）
3連複票数 計2191333 的中 ��� 61299（7番人気）
3連単票数 計3018771 的中 ��� 18261（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．9―36．8―49．3―1：00．7―1：12．5―1：24．2―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインカーネリアン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．6．9 東京2着

2017．4．16生 牡3栗 母 コスモクリスタル 母母 クリスチャンネーム 11戦3勝 賞金 54，867，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目 ３レース目



2510710月4日 曇 良 （2中山4） 第9日 第11競走 ��
��1，200�第54回スプリンターズステークス（ＧⅠ）

発走15時40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55�4歳以上57�，牝馬
2�減

日本馬主協会連合会会長賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 130，000，000円 52，000，000円 33，000，000円 20，000，000円 13，000，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：06．7
1：06．5
1：06．7

良
良
良

510 グランアレグリア 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 504＋121：08．3 2．2�
23 ダノンスマッシュ 牡5鹿 57 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 21：08．62 5．1�
816 アウィルアウェイ 牝4鹿 55 松山 弘平吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478－ 41：08．7� 60．9�
47 	 ミスターメロディ 牡5鹿 57 福永 祐一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Bell Tower

Thoroughbreds 492－ 21：08．8� 23．7�
815 クリノガウディー 牡4栗 57 三浦 皇成栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 490± 01：09．01 46．1	
713 レッドアンシェル 牡6青鹿57 M．デムーロ �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B474－ 4 〃 アタマ 13．3

35 メイショウグロッケ 牝6鹿 55 浜中 俊松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 460－ 41：09．1� 101．0�
11 ダイメイプリンセス 牝7黒鹿55 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 504＋ 2 〃 ハナ 271．7
36 ライトオンキュー 牡5鹿 57 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512± 0 〃 ハナ 16．4�
12 	 モズスーパーフレア 牝5栗 55 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC 502－ 61：09．31 3．9�
714 エイティーンガール 牝4青鹿55 池添 謙一中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 448－ 8 〃 ハナ 37．1�
24 キングハート 牡7鹿 57 北村 宏司増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 B500－ 4 〃 クビ 383．0�
59 ダイアトニック 牡5鹿 57 横山 典弘 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 474－ 21：09．72� 14．5�
48 ダイメイフジ 牡6鹿 57 菱田 裕二宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 506－14 〃 アタマ 156．2�
611 ラブカンプー 牝5黒鹿55 斎藤 新増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 B448－ 21：09．8� 214．5�
612 ビ ア ン フ ェ 牡3鹿 55 藤岡 佑介前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 560± 01：10．33 67．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 644，035，600円 複勝： 630，703，600円 枠連： 279，503，200円 馬連： 1，811，935，600円 馬単： 813，470，900円
ワイド： 1，173，819，500円 3連複： 3，337，446，700円 3連単： 5，582，808，700円 5重勝： 830，963，000円 計： 15，104，686，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 180円 � 680円 枠 連（2－5） 570円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 310円 �� 2，120円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 10，430円 3 連 単 ��� 22，540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����� 58，060円

票 数

単勝票数 計6440356 的中 � 2316808（1番人気）
複勝票数 計6307036 的中 � 1517749（1番人気）� 930345（3番人気）� 162371（9番人気）
枠連票数 計2795032 的中 （2－5） 378192（2番人気）
馬連票数 計18119356 的中 �� 2603365（1番人気）
馬単票数 計8134709 的中 �� 765031（1番人気）
ワイド票数 計11738195 的中 �� 1116912（2番人気）�� 131042（21番人気）�� 87337（31番人気）
3連複票数 計33374467 的中 ��� 239794（32番人気）
3連単票数 計55828087 的中 ��� 179519（63番人気）
5重勝票数 計8309630 的中 ����� 10017

ハロンタイム 11．9―10．1―10．8―11．5―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．0―32．8―44．3―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランアレグリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2018．6．3 東京1着

2016．1．24生 牝4鹿 母 タピッツフライ 母母 Flying Marlin 9戦6勝 賞金 586，645，000円
〔発走状況〕 ビアンフェ号は，枠入り不良。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ビアンフェ号は，令和2年10月5日から令和2年11月3日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カイザーメランジェ号・ノーワン号・ヤマカツマーメイド号

2510810月4日 曇 良 （2中山4） 第9日 第12競走 ��
��1，200�

そとぼう

外房ステークス
発走16時25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
1：08．5
1：08．5

重
重

11 � ダンシングプリンス 牡4鹿 57 三浦 皇成吉田 千津氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 508± 01：10．4 1．3�
612 ア ポ ロ ビ ビ 牡4栗 57 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 464＋ 41：10．61	 11．0�
714� サンマルペンダント 牝6栗 55 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 452＋ 81：11．02	 41．8�
47 メリーメーキング 牡4黒鹿57 大野 拓弥前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 448－ 8 〃 ハナ 132．1�
713 ス ズ ノ ウ メ 牝4鹿 55 柴田 善臣小紫惠美子氏 深山 雅史 平取 清水牧場 466＋121：11．1	 130．4�
36 ツウカイウイング 牡5鹿 57 横山 典弘木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 468－ 21：11．2クビ 28．8�
35 � テーオーターゲット 牡4黒鹿57 川田 将雅小笹 公也氏 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 514＋101：11．3
 9．5	
59 アヴァンティスト 牡4栗 57 横山 武史 
カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 B460± 01：11．4クビ 76．0�
510 シ ス ル 牝5青 55 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 510＋ 6 〃 ハナ 13．7�
23 プリカジュール 牝4鹿 55 松若 風馬
ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ B512＋ 81：11．72 91．4
24 アーバンイェーガー 牡6黒鹿57 菱田 裕二西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 512＋14 〃 アタマ 46．0�
611 ローレルジャック 牡7黒鹿57 武士沢友治 
ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 494＋ 21：12．33	 135．7�
815 スナークスター �4鹿 57 石橋 脩杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 468＋ 21：12．51� 16．0�
48 トウカイパシオン 牝5青 55 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 448－ 41：12．71� 47．0�
12 サニーダンサー 牡5栗 57 丹内 祐次陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 476＋101：13．44 187．7�
816 スズカグラーテ 牝6黒鹿55 勝浦 正樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 B460＋ 61：13．82	 121．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 125，511，200円 複勝： 325，907，400円 枠連： 55，799，100円
馬連： 238，803，000円 馬単： 147，008，400円 ワイド： 220，926，200円
3連複： 406，226，800円 3連単： 759，296，400円 計： 2，279，478，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 180円 � 460円 枠 連（1－6） 520円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 280円 �� 930円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 8，480円

票 数

単勝票数 計1255112 的中 � 761624（1番人気）
複勝票数 計3259074 的中 � 2111903（1番人気）� 215675（2番人気）� 60620（8番人気）
枠連票数 計 557991 的中 （1－6） 81675（2番人気）
馬連票数 計2388030 的中 �� 335312（1番人気）
馬単票数 計1470084 的中 �� 183057（1番人気）
ワイド票数 計2209262 的中 �� 238988（1番人気）�� 57264（10番人気）�� 19260（26番人気）
3連複票数 計4062268 的中 ��� 61958（12番人気）
3連単票数 計7592964 的中 ��� 64865（18番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．3―12．0―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．7―45．7―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．7
3 ・（1，3，10）（4，15）（2，16）14（9，13）12（8，11）－7＝（5，6） 4 1，3，10（2，4，15）（14，13）（9，16，12）（7，8，11）＝（5，6）

勝馬の
紹 介

�ダンシングプリンス �
�
父 パ ド ト ロ ワ �

�
母父 バブルガムフェロー

2016．5．17生 牡4鹿 母 リトルブレッシング 母母 サワヤカプリンセス 5戦3勝 賞金 43，500，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 テーオーターゲット号の騎手川田将雅は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・7番・8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 アイアムハヤスギル号・アヴォンリー号・アルーアキャロル号・ヴォーガ号・キタノオドリコ号・

ゴールドリング号・サンライズカラマ号・ジェネティクス号・ノンライセンス号・ハルサカエ号・
ヨドノビクトリー号・ロイヤルパールス号

５レース目



（2中山4）第9日 10月4日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

440，570，000円
3，020，000円
35，910，000円
6，020，000円
55，110，000円
9，000，000円
75，086，000円
5，267，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
1，316，075，600円
1，760，207，600円
489，657，200円
2，933，656，100円
1，387，321，000円
2，116，946，000円
5，074，306，700円
8，155，733，300円
830，963，000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 24，064，866，500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9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。



令和2年度 第4回中山競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，535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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，396，080，000円
25，880，000円
286，650，000円
19，080，000円
281，160，000円
9，000，000円
658，550，000円
46，571，500円
14，736，000円

勝馬投票券売得金
7，534，434，500円
10，048，365，800円
2，745，338，100円
15，266，768，400円
6，644，759，500円
11，430，704，800円
24，293，330，700円
32，403，035，500円
4，028，906，100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 114，395，643，400円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 4回中山競馬は，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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