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25001 9月11日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（3中山4） 第1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

44 クラウンディバイダ �8黒鹿60 伴 啓太�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 468＋ 43：12．5 11．3�
78 テイエムディラン 牡6黒鹿60 西谷 誠竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 478＋ 23：13．88 2．1�
55 ブルーノジュネス �4鹿 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋ 83：14．01� 4．3�
811� コトブキアゲート 牡5栗 60 草野 太郎尾上 松壽氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 488＋ 43：15．27 4．9�
66 � オノーレペスカ 牝5青 58 大江原 圭三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 452＋163：16．15 22．7	
33 トモノコテツ 牡6鹿 60 中村 将之共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 488＋ 83：17．05 9．0

79 ショウナンラッキー 牡3鹿 58 小野寺祐太国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 63：18．59 22．9�
67 ラブオナヴィータ 牝4鹿 58 蓑島 靖典由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 梅田牧場 464－ 23：20．5大差 59．2�
11 ダ ウ ラ ギ リ 牡4芦 60 金子 光希 スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 510＋ 83：22．210 100．9�
810 アサクサトラマル 牡3黒鹿58 上野 翔田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 460＋ 63：22．84 110．0�
22 ヴァンドゥメール �4青鹿60 石神 深一 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 494＋ 43：23．86 25．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，239，800円 複勝： 31，569，700円 枠連： 7，323，200円
馬連： 39，713，400円 馬単： 22，582，200円 ワイド： 32，673，000円
3連複： 71，371，400円 3連単： 99，500，000円 計： 327，972，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 170円 � 110円 � 130円 枠 連（4－7） 1，140円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 410円 �� 550円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 13，620円

票 数

単勝票数 計 232398 的中 � 16352（5番人気）
複勝票数 計 315697 的中 � 32339（4番人気）� 106708（1番人気）� 56812（2番人気）
枠連票数 計 73232 的中 （4－7） 4976（4番人気）
馬連票数 計 397134 的中 �� 25059（5番人気）
馬単票数 計 225822 的中 �� 4988（13番人気）
ワイド票数 計 326730 的中 �� 18997（4番人気）�� 13473（7番人気）�� 46854（1番人気）
3連複票数 計 713714 的中 ��� 38411（4番人気）
3連単票数 計 995000 的中 ��� 5294（41番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 51．3－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラウンディバイダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．12．26 中山2着

2013．4．13生 �8黒鹿 母 インコンパス 母母 Totality 障害：12戦1勝 賞金 17，080，000円

25002 9月11日 曇 良 （3中山4） 第1日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時40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

47 モンタナアゲート 牡2黒鹿54 津村 明秀吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 542＋121：34．6 21．6�
815 サンクション 牡2黒鹿54 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 芳住 鉄兵 476－ 41：34．7クビ 4．7�
48 バオバブスピリット 牝2青鹿 54

53 ☆斎藤 新 Him Rock Racing
ホールディングス� 斎藤 誠 新冠 株式会社

安達牧場 428＋101：34．81 10．2�
59 セイウンシデン 牡2黒鹿54 M．デムーロ西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 494－ 21：35．01� 3．9�
611 デ カ メ ロ ン 牝2青鹿 54

51 ▲原 優介三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 岩見牧場 404－ 61：35．1� 31．2�
714 キョウエイパーリオ 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵田中 晴夫氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 474＋ 21：35．31� 161．9	
713 クラウンセト 牡2黒鹿 54

52 △秋山 稔樹�クラウン 蛯名 利弘 日高 クラウン日高牧場 452＋ 21：35．4� 30．3

23 キタノパフューム 牝2鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 小林 仁 422＋ 21：35．61� 217．8�
510 シゲルハンマー 牡2鹿 54 菅原 明良森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 守矢牧場 494＋ 4 〃 アタマ 48．4�
24 ヒ メ ゴ ゼ ン 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 81：35．7� 4．6
816 オヤノナナヒカリ 牡2黒鹿54 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 新ひだか タガミファーム 442－ 21：35．9� 8．8�
12 コンセプシオン 牝2鹿 54 武藤 雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 水野 貴広 新ひだか 静内フアーム 524＋101：36．0� 10．7�
36 ト レ ー ネ 牝2青鹿54 田辺 裕信永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 浦河 赤田牧場 454＋ 81：36．85 26．9�
11 アロハモーラ 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 凌大荻原 慎司氏 杉浦 宏昭 様似 猿倉牧場 464－ 21：37．22� 56．6�
612 フ ァ ン グ 牡2鹿 54 武士沢友治平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 440＋ 61：37．51� 357．8�
35 マイネルイデア 牡2芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 様似 中脇 一幸 410－ 61：38．24 234．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，675，200円 複勝： 59，664，000円 枠連： 15，090，000円
馬連： 72，929，800円 馬単： 30，817，500円 ワイド： 64，694，200円
3連複： 113，492，100円 3連単： 115，761，100円 計： 513，123，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，160円 複 勝 � 610円 � 180円 � 320円 枠 連（4－8） 910円

馬 連 �� 4，330円 馬 単 �� 9，570円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 2，060円 �� 700円

3 連 複 ��� 12，570円 3 連 単 ��� 77，630円

票 数

単勝票数 計 406752 的中 � 15946（7番人気）
複勝票数 計 596640 的中 � 20995（7番人気）� 111166（2番人気）� 45929（6番人気）
枠連票数 計 150900 的中 （4－8） 12806（4番人気）
馬連票数 計 729298 的中 �� 13046（16番人気）
馬単票数 計 308175 的中 �� 2413（37番人気）
ワイド票数 計 646942 的中 �� 10813（16番人気）�� 7833（26番人気）�� 25032（7番人気）
3連複票数 計1134921 的中 ��� 6767（44番人気）
3連単票数 計1157611 的中 ��� 1081（253番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．7―35．2―47．0―59．0―1：10．8―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

モンタナアゲート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Singspiel デビュー 2021．7．10 福島9着

2019．4．17生 牡2黒鹿 母 カ リ ス ペ ル 母母 Genovefa 2戦1勝 賞金 5，100，000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 トウカイファクター号

第４回 中山競馬 第１日



25003 9月11日 曇 稍重 （3中山4） 第1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

612 セイルオンセイラー 牡2黒鹿54 木幡 巧也橋元 勇氣氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 488－ 41：54．9 5．3�
36 セイカフォルゴーレ 牡2栗 54 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 502－ 61：55．0� 3．0�
48 ウィンターアゲイン 牡2芦 54 菅原 明良保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 田中 裕之 B456＋121：57．5大差 9．1�
611 トーセンキッド 牡2青鹿54 内田 博幸島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 462＋101：57．71� 24．3�
816 エリタージュシチー 牡2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 新ひだか カタオカフアーム 514－ 4 〃 ハナ 63．5	
11 ブレットフライ 牡2青 54

51 ▲小林 脩斗�マークス 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 490＋ 21：58．01� 6．2


713 ロイヤルソウル 牝2鹿 54 木幡 初也フィールドレーシング 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 444－141：58．42� 24．5�
47 ニ ケ テ ア 牝2芦 54

53 ☆富田 暁エースレーシング 武井 亮 厚真 阿部 栄乃進 B450－ 6 〃 クビ 147．5�
23 サイモンソーラン 牡2栗 54

52 △秋山 稔樹澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 ヤナガワ牧場 480－ 81：59．03� 140．6
35 デルマドワーフ 牡2栗 54 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 444－ 61：59．53 186．5�
24 ドリームグロウ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 新開 幸一 日高 三輪牧場 502± 02：00．13� 211．2�
59 タマモケンタウルス 牡2鹿 54 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 472＋ 22：00．84 8．6�
714 セイウンパキラ 牡2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 524＋182：01．43� 34．2�
12 クリスタルローズ 牝2鹿 54 吉田 豊岡田 勇氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 486＋ 42：01．5� 23．9�
510 ペイシャアート 牝2芦 54 柴田 大知北所 直人氏 土田 稔 平取 赤石牧場 500＋ 62：02．03 195．5�
815 マリノフィリア 牝2栗 54 野中悠太郎矢野 雅子氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 462＋ 42：05．1大差 11．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，125，100円 複勝： 55，660，500円 枠連： 14，958，500円
馬連： 64，282，600円 馬単： 28，526，300円 ワイド： 59，540，500円
3連複： 101，965，300円 3連単： 105，220，100円 計： 472，278，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 140円 � 240円 枠 連（3－6） 720円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 440円 �� 810円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 14，850円

票 数

単勝票数 計 421251 的中 � 66155（2番人気）
複勝票数 計 556605 的中 � 65371（3番人気）� 131421（1番人気）� 50932（6番人気）
枠連票数 計 149585 的中 （3－6） 15948（2番人気）
馬連票数 計 642826 的中 �� 47235（2番人気）
馬単票数 計 285263 的中 �� 8873（5番人気）
ワイド票数 計 595405 的中 �� 36029（2番人気）�� 17944（10番人気）�� 29651（3番人気）
3連複票数 計1019653 的中 ��� 28868（3番人気）
3連単票数 計1052201 的中 ��� 5137（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．3―49．2―1：01．9―1：14．8―1：28．0―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．1
1
3
2－6（3，7，9，12）－（1，15）（8，10）－（4，16，14）（11，13）5・（2，6）12－（3，7，9）1－（16，8）（15，10）（13，14）－11（4，5）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セイルオンセイラー �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．6．27 東京15着

2019．1．24生 牡2黒鹿 母 クリムゾンブーケ 母母 スカーレットローズ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 ブレットフライ号の騎手小林脩斗は，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。

ブレットフライ号の騎手小林脩斗は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：2番・16
番・13番・9番）

〔その他〕 タマモケンタウルス号・クリスタルローズ号は，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〕 ドリームグロウ号・セイウンパキラ号・ペイシャアート号・マリノフィリア号は，「タイムオーバーによる
出走制限」のため，令和3年10月11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 ネイチャーバラン号

25004 9月11日 曇 稍重 （3中山4） 第1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

12 モ ナ ル ヒ 牡2鹿 54 C．ルメール�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 平山牧場 472 ―1：12．6 8．1�
24 アスターモノゴン 牡2黒鹿54 福永 祐一加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 460 ―1：13．02 5．2�
23 オードゥメール 牝2鹿 54 石川裕紀人中村 智幸氏 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 448 ― 〃 ハナ 12．8�
714 イチゴキネンビ 牡2鹿 54

52 △山田 敬士 合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 466 ―1：13．21� 146．4�
11 スズカマジェスタ 牡2栗 54

53 ☆富田 暁永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 428 ―1：13．3クビ 33．0�
611 スズカコテキタイ 牡2鹿 54 岩部 純二永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 476 ―1：13．51� 28．2	
35 ミッテルライン 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵 
キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 426 ―1：13．92� 10．4�
816 リオンラファール 牡2鹿 54 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 村上牧場 522 ―1：14．11 2．7�
36 エ ン ベ ル ト 牡2栗 54 勝浦 正樹八嶋 長久氏 的場 均 新冠 イワミ牧場 426 ―1：14．31� 158．6
815 トーセンリベロ 牡2鹿 54 菅原 明良島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 482 ―1：15．04 47．2�
48 イントロバート 牝2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子�野 智博氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 494 ―1：15．1クビ 67．7�
510 チムドンドン 牝2鹿 54 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 430 ― 〃 � 4．8�
612 キリシマタウン 牡2栗 54 菊沢 一樹西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 438 ―1：15．31 182．4�
713 チュウワフラワー 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 464 ―1：15．62 114．1�
47 ボンジュールイエル 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 478 ―1：18．5大差 265．2�
（15頭）

59 ファイアリースカイ 牝2青鹿54 大野 拓弥ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 45，846，700円 複勝： 51，829，600円 枠連： 15，064，000円
馬連： 61，861，300円 馬単： 30，264，500円 ワイド： 52，084，300円
3連複： 88，710，200円 3連単： 102，705，900円 計： 448，366，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 230円 � 170円 � 260円 枠 連（1－2） 750円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，190円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 20，040円

票 数

単勝票数 計 458467 的中 � 47028（4番人気）
複勝票数 計 518296 的中 � 55176（4番人気）� 88612（2番人気）� 47216（6番人気）
枠連票数 計 150640 的中 （1－2） 15414（2番人気）
馬連票数 計 618613 的中 �� 34018（5番人気）
馬単票数 計 302645 的中 �� 7583（12番人気）
ワイド票数 計 520843 的中 �� 27255（5番人気）�� 10688（15番人気）�� 19519（8番人気）
3連複票数 計 887102 的中 ��� 18424（12番人気）
3連単票数 計1027059 的中 ��� 3715（61番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．2―12．1―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―34．7―46．8―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ナ ル ヒ �
�
父 ヘニーハウンド �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2019．4．24生 牡2鹿 母 マザーレイク 母母 ソルティーレディー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 ファイアリースカイ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボンジュールイエル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月11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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アイムファイン号・アトラクティッド号・アロマフォルテ号・キモットフェイス号・ジェイケイルビー号・

ジェムストーン号・シンソーブ号・セイカファータ号・タヤスゴールド号・チョウジュクムスメ号・
ディスケガウデーレ号・ナンヨーチェリー号・ハウドベルク号・ライヴサファイア号



25005 9月11日 曇 良 （3中山4） 第1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

710 オニャンコポン 牡2鹿 54 菅原 明良田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 466 ―2：04．2 32．0�
79 スリーエクスプレス 牡2鹿 54 三浦 皇成永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 488 ―2：04．51� 13．0�
68 エンギダルマ 牡2鹿 54 横山 武史星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 494 ― 〃 アタマ 3．1�
11 エールトゥヘヴン 牡2鹿 54 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 462 ―2：04．71� 3．6�
811 ベ ジ ャ ー ル 牡2黒鹿54 田辺 裕信�シンシアリー 田中 博康 浦河 辻 牧場 546 ―2：05．23 19．3�
44 センタースリール 牝2鹿 54 丹内 祐次中澤 利文氏 本間 忍 日高 高山 博 466 ―2：05．3クビ 150．0	
33 ホウオウユニコーン 牡2芦 54 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 456 ―2：05．51� 34．2

22 プリマヴィータ 牝2栗 54 横山 和生近藤 克麿氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 432 ―2：05．6クビ 36．1�
55 ミュステーリオン 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 伊坂 重信 新冠 ビッグレッドファーム 470 ―2：05．7� 52．5
812 プリンスミノル 牡2鹿 54 大野 拓弥吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか ゴールドアップカンパニー 444 ―2：06．02 75．7�
67 コスモライデン 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 470 ―2：06．21� 128．6�
56 イ ン ザ ー ギ 牡2鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 502 ―2：07．26 2．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 59，836，700円 複勝： 51，458，700円 枠連： 12，610，200円
馬連： 70，750，900円 馬単： 37，016，300円 ワイド： 57，219，200円
3連複： 105，563，700円 3連単： 150，647，700円 計： 545，103，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，200円 複 勝 � 500円 � 230円 � 150円 枠 連（7－7） 12，740円

馬 連 �� 11，900円 馬 単 �� 31，010円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 930円 �� 590円

3 連 複 ��� 8，550円 3 連 単 ��� 106，450円

票 数

単勝票数 計 598367 的中 � 15806（6番人気）
複勝票数 計 514587 的中 � 19970（7番人気）� 55536（4番人気）� 119744（1番人気）
枠連票数 計 126102 的中 （7－7） 767（23番人気）
馬連票数 計 707509 的中 �� 4605（25番人気）
馬単票数 計 370163 的中 �� 895（57番人気）
ワイド票数 計 572192 的中 �� 4747（26番人気）�� 15780（9番人気）�� 26222（5番人気）
3連複票数 計1055637 的中 ��� 9250（22番人気）
3連単票数 計1506477 的中 ��� 1026（230番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．4―12．9―13．3―12．7―12．8―12．2―11．2―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．6―38．0―50．9―1：04．2―1：16．9―1：29．7―1：41．9―1：53．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．5
1
3
4（10，12）（1，5）8（2，3，6）（7，9）11・（4，10）12（1，5，8）（2，3，6）（7，9，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オニャンコポン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ヴィクトワールピサ 初出走

2019．2．11生 牡2鹿 母 シャリオドール 母母 サ プ レ ザ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※センタースリール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25006 9月11日 曇 稍重 （3中山4） 第1日 第6競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時00分 （ダート・右）

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
1：08．5
1：08．5

重
重

23 クロノフルール 牝3芦 53 戸崎 圭太�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 488－ 21：11．1 15．3�
48 マリーアミノル 牝3栗 53

52 ☆木幡 育也吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 418＋ 61：11．31� 11．1�
36 マイステージ 牝3鹿 53

50 ▲原 優介冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 434＋141：11．51� 71．0�
816� ミューティー 牝4鹿 55 丹内 祐次鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 490－ 21：11．7� 14．7�
11 プリティインピンク 牝3黒鹿 53

51 △山田 敬士新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 412－ 6 〃 クビ 14．8�
12 デルマシャンパン 牝6黒鹿55 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B482＋ 61：11．91� 4．6	
24 ベストシンガー 牝3鹿 53 石橋 脩石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B444＋ 81：12．0クビ 4．5

35 ノーブルハーバー 牝3鹿 53 横山 武史吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 日高 スウィング

フィールド牧場 458－ 8 〃 アタマ 32．7�
815 サリーバランセ 牝5栗 55 武士沢友治黒須不二男氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 492－ 21：12．52� 86．5�
611 カクカクシカジーカ 牝6芦 55 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 428－ 41：12．6� 200．3
713 ミヤコノアカリ 牝3鹿 53

50 ▲永野 猛蔵吉田都枝江氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 436＋ 4 〃 クビ 3．4�
714 コトブキレイア 牝4鹿 55 内田 博幸尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 454＋ 61：12．7� 38．0�
59 � ラグローリア 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 脩斗ライオンレースホース� 辻 哲英 浦河 中村 雅明 B476＋181：12．91 226．3�
47 � ディープブルーム 牝4鹿 55 菅原 明良横瀬 寛子氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 482± 01：13．11� 27．3�
612 ピ ラ ミ デ 牝3鹿 53 津村 明秀酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 石郷岡 五月 480－141：14．27 10．3�
510 シーハーハー 牝4黒鹿55 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 488＋141：14．41� 95．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，242，100円 複勝： 66，845，300円 枠連： 18，773，800円
馬連： 81，810，000円 馬単： 33，132，200円 ワイド： 74，019，500円
3連複： 125，939，800円 3連単： 129，405，600円 計： 574，168，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 480円 � 350円 � 1，930円 枠 連（2－4） 1，380円

馬 連 �� 6，880円 馬 単 �� 11，200円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 17，530円 �� 11，950円

3 連 複 ��� 199，270円 3 連 単 ��� 987，560円

票 数

単勝票数 計 442421 的中 � 23082（8番人気）
複勝票数 計 668453 的中 � 37296（7番人気）� 54571（4番人気）� 8189（13番人気）
枠連票数 計 187738 的中 （2－4） 10497（4番人気）
馬連票数 計 818100 的中 �� 9215（25番人気）
馬単票数 計 331322 的中 �� 2217（43番人気）
ワイド票数 計 740195 的中 �� 8220（30番人気）�� 1079（80番人気）�� 1586（64番人気）
3連複票数 計1259398 的中 ��� 474（275番人気）
3連単票数 計1294056 的中 ��� 95（1466番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．4―12．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．8―46．0―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロノフルール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ヴァーミリアン デビュー 2020．9．19 中山8着

2018．2．27生 牝3芦 母 オトメチャン 母母 キロロプラム 7戦2勝 賞金 14，240，000円



25007 9月11日 晴 良 （3中山4） 第1日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （芝・右）

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
1：44．9
1：43．8

良
良

44 アールバロン 牡3鹿 54 三浦 皇成前原 敏行氏 伊藤 大士 浦河 有限会社
吉田ファーム 496－ 81：46．6 5．3�

710 アンダープロット 牡3黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：46．7クビ 1．8�
813 サンズオブタイム 牡3黒鹿54 横山 武史ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 61：47．12� 9．3�
45 スプリッツァー 牡4栗 57 菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 474－ 41：47．2� 46．4�
68 ド ラ ミ モ ン 牡3栗 54

52 ◇藤田菜七子子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 440－ 41：47．41� 50．7�
33 	 フォーチュンリング 牝6鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 458－ 21：47．5� 58．6	
11 	 マイネルモーディグ 牡5栗 57 野中悠太郎成富 直行氏 根本 康広 新ひだか 松本牧場 488＋ 21：47．6� 255．8

22 カレンレベンティス 牡3黒鹿54 戸崎 圭太鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 464＋ 21：47．7� 5．1�
812 メイレンシュタイン 牡3栗 54 木幡 巧也 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 41：47．81 11．1�
56 オーロアドーネ 牡4栗 57 福永 祐一 DMMドリームクラブ 戸田 博文 浦河 上山牧場 488＋ 21：47．9クビ 17．2�
711 シーチェンジ 牝3栗 52

50 △秋山 稔樹吉田 晴哉氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418－ 81：48．22 150．3�

57 サ ナ チ ャ ン 牝4青鹿55 武藤 雅瀬谷 �雄氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 436＋ 81：48．94 169．4�
69 	 タ イ ガ 牡4黒鹿 57

54 ▲永野 猛蔵合同会社三度屋 柄崎 孝 新冠 オリエント牧場 502－111：49．22 97．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 61，541，600円 複勝： 87，324，600円 枠連： 14，602，500円
馬連： 76，867，100円 馬単： 42，936，000円 ワイド： 70，412，900円
3連複： 116，010，400円 3連単： 169，177，000円 計： 638，872，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 110円 � 200円 枠 連（4－7） 460円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 250円 �� 650円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 6，470円

票 数

単勝票数 計 615416 的中 � 92886（3番人気）
複勝票数 計 873246 的中 � 104873（3番人気）� 369798（1番人気）� 71729（5番人気）
枠連票数 計 146025 的中 （4－7） 24198（2番人気）
馬連票数 計 768671 的中 �� 122087（1番人気）
馬単票数 計 429360 的中 �� 22091（5番人気）
ワイド票数 計 704129 的中 �� 81120（2番人気）�� 24742（9番人気）�� 47518（4番人気）
3連複票数 計1160104 的中 ��� 71287（2番人気）
3連単票数 計1691770 的中 ��� 18946（16番人気）

ハロンタイム 12．5―12．0―11．8―12．2―11．8―12．0―11．7―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―36．3―48．5―1：00．3―1：12．3―1：24．0―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．3
1
3
4（9，10）1（6，13）5，8（2，12）－3，7－11
4，10，13（1，8）（9，6）（5，12）2，3，7－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アールバロン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Bluegrass Cat デビュー 2020．12．19 中山1着

2018．4．5生 牡3鹿 母 バージニアキャット 母母 Wood of Binn 6戦2勝 賞金 18，146，000円

25008 9月11日 晴 良 （3中山4） 第1日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

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

35 ホウオウセレシオン 牡4黒鹿57 C．ルメール 小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 514＋141：53．6 4．7�
12 � ヴィクトリーレーン �4黒鹿 57

55 △秋山 稔樹 �社台レースホース深山 雅史 千歳 社台ファーム 464－ 11：54．02 39．0�
24 スズカキングボス �4鹿 57 丹内 祐次永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 信岡牧場 B450－ 41：54．42� 238．8�
23 サニートーク 牡4芦 57 M．デムーロ陳 立文氏 稲垣 幸雄 新ひだか

有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 480＋10 〃 クビ 21．8�

815 トーホウボルツ 牡3黒鹿54 三浦 皇成東豊物産� 田中 清隆 浦河 王蔵牧場 462＋ 61：54．6	 3．3	
714� ウインジョイフル 牡4青鹿 57

54 ▲小林 脩斗庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 松田牧場 500－ 61：54．81� 19．3

47 タ シ ロ 牡4栗 57 杉原 誠人�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 524＋ 61：54．9	 50．5�
48 ゴ ル コ ン ダ �4鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 546＋141：55．53� 6．7�
36 
 ベッサメモー 牝4鹿 55 �島 克駿吉田 和子氏 小手川 準 米

Grousemont Farm,
Summerhill Farm
& Ellen Chapman

540＋14 〃 ハナ 40．4
59 ダ イ モ ー ン 牡3黒鹿54 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 B524＋ 21：55．71 37．9�
713 リンガスウォリアー 牡4栗 57

54 ▲永野 猛蔵伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 B470± 01：56．02 5．5�
510 プンタアレナス �3芦 54 野中悠太郎吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：56．63� 18．7�
11 アンコールプレス 牡4黒鹿 57

54 ▲横山 琉人要海 伸治氏 和田 雄二 日高 木村牧場 552－ 61：57．34 283．3�
611 ハ デ ィ ア 牡4鹿 57 柴田 大知�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 454＋121：57．51� 80．3�
816 ウインアルバローズ 牡3青鹿54 石川裕紀人�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム B482－ 2 〃 クビ 59．5�
612 ハイエストエンド �4栗 57 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 494＋121：59．09 7．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，806，000円 複勝： 69，462，000円 枠連： 17，382，400円
馬連： 89，591，900円 馬単： 36，394，100円 ワイド： 76，228，600円
3連複： 139，021，200円 3連単： 149，123，200円 計： 627，009，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 970円 � 3，480円 枠 連（1－3） 5，630円

馬 連 �� 8，260円 馬 単 �� 12，880円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 15，560円 �� 40，580円

3 連 複 ��� 298，750円 3 連 単 ��� 924，050円

票 数

単勝票数 計 498060 的中 � 83018（2番人気）
複勝票数 計 694620 的中 � 106077（3番人気）� 16983（10番人気）� 4439（15番人気）
枠連票数 計 173824 的中 （1－3） 2389（21番人気）
馬連票数 計 895919 的中 �� 8406（24番人気）
馬単票数 計 363941 的中 �� 2118（41番人気）
ワイド票数 計 762286 的中 �� 6282（36番人気）�� 1258（80番人気）�� 481（105番人気）
3連複票数 計1390212 的中 ��� 349（327番人気）
3連単票数 計1491232 的中 ��� 117（1488番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．2―49．0―1：01．4―1：14．0―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

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウセレシオン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Not For Sale デビュー 2020．5．16 新潟7着

2017．4．1生 牡4黒鹿 母 ミスセレンディピティ 母母 Marca Registrada 4戦2勝 賞金 13，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイエストエンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月11日まで平地競

走に出走できない。



25009 9月11日 晴 良 （3中山4） 第1日 第9競走 ��
��1，600�ア ス タ ー 賞

発走14時35分 （芝・右・外）
2歳，1勝クラス；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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

33 プ ル パ レ イ 牡2鹿 54 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 488＋ 21：36．2 1．8�
11 ハイアムズビーチ 牝2白 54 C．ルメール �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：36．51� 2．5�
22 フェスティヴボス 牡2黒鹿54 柴田 善臣臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 細川農場 464＋ 41：37．13� 8．8�
44 シナモンロール 牝2栗 54 田辺 裕信�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 山田牧場 432＋ 81：37．2� 24．9�
88 ガトーフレーズ 牝2黒鹿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 428＋ 6 〃 ハナ 15．8	
66 フレンドショコラ 牝2栗 54 吉田 豊横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 394＋ 41：37．31	 173．4

55 ソーメニーサンクス 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 深山 雅史 様似 中村 勝則 426－ 41：37．51	 167．7�
77 コ イ マ リ 牝2鹿 54 菅原 明良�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 464＋101：38．03 108．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 59，091，800円 複勝： 100，596，300円 枠連： 発売なし
馬連： 69，044，600円 馬単： 45，498，100円 ワイド： 37，179，800円
3連複： 81，475，900円 3連単： 265，855，900円 計： 658，742，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 100円 � 100円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 110円 �� 150円 �� 170円

3 連 複 ��� 200円 3 連 単 ��� 560円

票 数

単勝票数 計 590918 的中 � 277871（1番人気）
複勝票数 計1005963 的中 � 685125（1番人気）� 186127（2番人気）� 49037（3番人気）
馬連票数 計 690446 的中 �� 341615（1番人気）
馬単票数 計 454981 的中 �� 119313（1番人気）
ワイド票数 計 371798 的中 �� 110876（1番人気）�� 54105（2番人気）�� 42525（3番人気）
3連複票数 計 814759 的中 ��� 301169（1番人気）
3連単票数 計2658559 的中 ��� 338792（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．8―37．6―50．4―1：02．5―1：13．9―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F33．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プ ル パ レ イ 
�
父 イスラボニータ 

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2021．6．19 東京2着

2019．2．10生 牡2鹿 母 マ イ ジ ェ ン 母母 Mekko Hokte 3戦2勝 賞金 18，189，000円

25010 9月11日 晴 良 （3中山4） 第1日 第10競走 ��
��1，200�

し お ど め

汐 留 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

77 ス テ ィ ク ス 牝3鹿 53 �島 克駿 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：07．9 2．7�
78 タイガーリリー 牝3鹿 53 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 日高 高柳 隆男 464＋ 4 〃 クビ 13．5�
66 プレシオーソ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 482± 01：08．11	 10．2�
89 ト ン ボ イ 牝6栗 55 富田 暁幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 452± 01：08．31 42．0�
33 クープドクール 牝3栗 53 斎藤 新 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 464－ 4 〃 
 9．2	
22 ノックオンウッド 牡3黒鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 B504＋ 21：08．4クビ 3．3

11 コスモカッティーボ 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム B488－ 41：08．51 88．6�
44 シトラスノキセキ 牝5鹿 55 木幡 巧也加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446－ 21：08．71	 84．4�
55 ファルヴォーレ 牡3芦 55 福永 祐一杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 446＋ 21：08．91	 4．0
810 トモジャファイブ 牡5鹿 57 菅原 明良吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 516＋ 8 〃 クビ 61．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，479，600円 複勝： 52，449，800円 枠連： 15，584，300円
馬連： 108，361，500円 馬単： 50，677，400円 ワイド： 71，712，700円
3連複： 142，441，900円 3連単： 243，039，800円 計： 739，747，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 220円 � 220円 枠 連（7－7） 1，570円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 480円 �� 430円 �� 950円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 13，130円

票 数

単勝票数 計 554796 的中 � 161852（1番人気）
複勝票数 計 524498 的中 � 109756（2番人気）� 56139（4番人気）� 55430（5番人気）
枠連票数 計 155843 的中 （7－7） 7687（7番人気）
馬連票数 計1083615 的中 �� 51662（8番人気）
馬単票数 計 506774 的中 �� 17037（9番人気）
ワイド票数 計 717127 的中 �� 38750（6番人気）�� 44885（4番人気）�� 18142（14番人気）
3連複票数 計1424419 的中 ��� 31397（13番人気）
3連単票数 計2430398 的中 ��� 13412（46番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．3―11．3―11．1―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．3―45．6―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．6
3 7，9，1（4，8，10）（2，5）6，3 4 ・（7，9）（1，8）（2，4，10）（5，6）3

勝馬の
紹 介

ス テ ィ ク ス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．10．17 京都3着

2018．4．15生 牝3鹿 母 ペンテシレイア 母母 アコースティクス 7戦3勝 賞金 29，717，000円



25011 9月11日 晴 良 （3中山4） 第1日 第11競走 ��
��2，000�第6回紫苑ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （秋華賞トライアル） （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

611 ファインルージュ 牝3鹿 54 福永 祐一六井 元一氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：58．2 4．5�
11 スルーセブンシーズ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：58．51� 10．2�
23 ミスフィガロ 牝3鹿 54 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 416＋ 8 〃 ハナ 32．4�
36 シャーレイポピー 牝3鹿 54 �島 克駿 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 430± 01：58．6	 72．0�
12 トウシンモンブラン 牝3鹿 54 三浦 皇成�サトー 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 480＋ 21：58．7クビ 39．5	
48 メイサウザンアワー 牝3鹿 54 石橋 脩千明牧場 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：58．91
 7．1

817 ホウオウラスカーズ 牝3黒鹿54 横山 和生小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 448－ 2 〃 ハナ 16．0�
713 ハギノピリナ 牝3青鹿54 藤懸 貴志安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 476＋22 〃 クビ 12．5�
47 パープルレディー 牝3鹿 54 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 416± 01：59．0クビ 46．4
59 アイリッシュムーン 牝3栗 54 富田 暁�須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 470－ 2 〃 クビ 257．3�
818 プレミアエンブレム 牝3鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 ハナ 29．2�
612 アビッグチア 牝3黒鹿54 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 500± 01：59．1� 54．5�
714 ホウオウイクセル 牝3鹿 54 丸田 恭介小笹 芳央氏 高柳 瑞樹 洞�湖 レイクヴィラファーム 436＋241：59．41	 21．8�
510 エイシンチラー 牝3鹿 54 M．デムーロ�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 470± 01：59．5� 12．5�
715 ス ラ イ リ ー 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 428＋ 41：59．81� 22．4�
35 � キ ヨ ラ 牝3鹿 54 内田 博幸合同会社三度屋 板垣 吉則 浦河 辻 牧場 476－ 5 〃 ハナ 301．1�

（岩手）

24 エクランドール 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 428＋ 6 〃 ハナ 3．5�
816 クリーンスイープ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 470± 01：59．9	 21．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 230，637，500円 複勝： 323，923，000円 枠連： 139，318，500円
馬連： 608，522，400円 馬単： 197，891，300円 ワイド： 494，625，500円
3連複： 1，182，625，600円 3連単： 1，151，024，700円 計： 4，328，568，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 320円 � 660円 枠 連（1－6） 1，820円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 920円 �� 2，570円 �� 3，680円

3 連 複 ��� 19，150円 3 連 単 ��� 64，570円

票 数

単勝票数 計2306375 的中 � 405685（2番人気）
複勝票数 計3239230 的中 � 488431（2番人気）� 261753（4番人気）� 108112（11番人気）
枠連票数 計1393185 的中 （1－6） 59095（10番人気）
馬連票数 計6085224 的中 �� 209584（4番人気）
馬単票数 計1978913 的中 �� 40942（6番人気）
ワイド票数 計4946255 的中 �� 143362（5番人気）�� 48819（32番人気）�� 33836（53番人気）
3連複票数 計11826256 的中 ��� 46309（58番人気）
3連単票数 計11510247 的中 ��� 12923（166番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．0―11．9―12．5―11．9―11．8―11．8―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．3―35．3―47．2―59．7―1：11．6―1：23．4―1：35．2―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．8
1
3

12，15（6，16）8（2，9，11）（1，18）（3，17）－（5，13）－（7，10）4＝14
12，15（6，8，16）（2，9，11）（1，18）17，3，13－（5，10）（7，4）－14

2
4

12，15－（6，8，16）（2，9，11）（1，18）（3，17）13，5－10，7，4＝14
12，15（6，16）（8，11）（2，9，18）（1，17）3，13，10（5，7）4－14

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ファインルージュ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2020．8．23 新潟2着

2018．3．11生 牝3鹿 母 パシオンルージュ 母母 セクシーココナッツ 6戦3勝 賞金 108，941，000円
※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 マリノアズラ号・ララサンスフル号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりファインルージュ号・スルーセブンシーズ号・ミスフィガロ号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

25012 9月11日 晴 良 （3中山4） 第1日 第12競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時25分 （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

12 � シャドウヘリテイジ 牡3栗 55 M．デムーロ飯塚 知一氏 林 徹 日高 クラウン日高牧場 524－ 81：11．4 18．8�
815� レ ゴ リ ス �5黒鹿57 菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻 哲英 新ひだか 村上牧場 B478± 0 〃 アタマ 32．7�
611 ボイラーハウス 牡3鹿 55 三浦 皇成永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 490－ 61：11．5クビ 2．3�
11 コングールテソーロ 牡5鹿 57 福永 祐一了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 484－ 41：11．92� 4．6�
510 グランドストローク 牡4黒鹿57 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 464－ 6 〃 ハナ 43．1	
35 スターファイター 牡4鹿 57 石川裕紀人 �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 480－ 6 〃 ハナ 29．2

59 フォックススリープ 牡3鹿 55

54 ☆富田 暁石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B474＋14 〃 アタマ 10．3�
23 トーセンニック 牡3栗 55 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－ 61：12．0アタマ 20．4
48 クィーンアドバンス 牝4青 55 菊沢 一樹柳内 光子氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 484＋ 41：12．42� 195．1�
816� マリノリヴィエール 牝5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 462－ 6 〃 アタマ 36．4�
713 バルネージュ �3芦 55

53 ◇藤田菜七子手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 佐竹 学 B510＋ 21：12．5� 14．7�
714� シ ュ ロ ス 牡5栗 57

54 ▲原 優介嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 506－ 6 〃 クビ 32．9�
612 フクノラプラーニュ 牡3黒鹿55 小野寺祐太福島 祐子氏 小野 次郎 日高 天羽 禮治 B496＋261：12．92� 306．3�
24 ニシノミズカゼ 牝3栗 53

50 ▲永野 猛蔵西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 中田 英樹 466－ 41：13．11� 7．3�
36 トップオアシス 牡3黒鹿55 木幡 巧也紅露 純氏 萱野 浩二 新冠 細川農場 442＋ 4 〃 ハナ 31．6�
47 エスジープリンセス 牝3芦 53 柴田 善臣後藤 貞夫氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム 476± 01：13．31� 45．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，262，900円 複勝： 115，934，300円 枠連： 42，739，600円
馬連： 193，425，100円 馬単： 75，069，000円 ワイド： 157，080，700円
3連複： 308，675，500円 3連単： 345，612，100円 計： 1，328，799，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 470円 � 630円 � 140円 枠 連（1－8） 2，720円

馬 連 �� 23，330円 馬 単 �� 42，110円

ワ イ ド �� 6，670円 �� 1，120円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 17，000円 3 連 単 ��� 202，560円

票 数

単勝票数 計 902629 的中 � 38227（6番人気）
複勝票数 計1159343 的中 � 51091（7番人気）� 36566（11番人気）� 313514（1番人気）
枠連票数 計 427396 的中 （1－8） 12172（11番人気）
馬連票数 計1934251 的中 �� 6424（53番人気）
馬単票数 計 750690 的中 �� 1337（97番人気）
ワイド票数 計1570807 的中 �� 5844（63番人気）�� 36899（11番人気）�� 34772（13番人気）
3連複票数 計3086755 的中 ��� 13614（62番人気）
3連単票数 計3456121 的中 ��� 1237（580番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―12．1―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．9―46．0―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シャドウヘリテイジ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ゼンノロブロイ

2018．3．28生 牡3栗 母 ロンギングエリー 母母 センボンザクラ 4戦1勝 賞金 7，600，000円
初出走 JRA

※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 アドマイヤアリエル号



後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

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
務員出走奨励金

勝馬投票券売得金
単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
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