
25013 9月12日 曇 良 （3中山4） 第2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

612 ヒストリックノヴァ 牝2鹿 54 田辺 裕信星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 カナイシスタッド 484－ 21：11．3 3．1�
815 ランコントル 牝2鹿 54 菅原 明良井山 登氏 矢野 英一 日高 日高大洋牧場 442－ 61：12．47 6．2�
611 ベアグッジョブ 牡2鹿 54 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 482＋101：12．82� 15．1�
23 サンマルクレイジー 牡2黒鹿54 横山 武史相馬 勇氏 中野 栄治 日高 西野 春樹 416＋ 21：12．9� 8．0�
59 カルーナブルガリス 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 ディアレスト
クラブ 452－ 61：13．11 3．5�

510 グ レ タ 牝2芦 54
52 △秋山 稔樹上野 直樹氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 466＋ 61：13．31� 14．8	

24 エムアイリーズン 牝2栗 54
51 ▲原 優介岩崎 充利氏 青木 孝文 浦河 バンブー牧場 466 ―1：13．5� 123．0


714 ビップアクア 牝2栗 54 吉田 豊鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 川端 正博 440－ 8 〃 クビ 13．1�
48 チョコレートミルク 牡2鹿 54 宮崎 北斗村田 滋氏 粕谷 昌央 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 442－ 21：13．6クビ 60．9�
713 サンマルソムニア 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新ひだか サカイファーム 444－ 41：13．8� 105．7
12 マールムキトレウム 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 日高 石原牧場 424＋ 21：13．9� 165．6�
35 ダイチスマイル 牡2黒鹿54 武士沢友治服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 428＋ 41：14．32� 87．5�
36 カ ラ ニ 牡2黒鹿54 武藤 雅助川 啓一氏 水野 貴広 日高 木村牧場 510－ 41：14．51� 53．3�
816 プロメテウス 牡2鹿 54

51 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 大江原 哲 むかわ 上水牧場 434－ 61：15．03 266．4�
47 コストリッヒ 牡2黒鹿 54

51 ▲横山 琉人�ORTEGA 大江原 哲 日高 藤本 直弘 400＋141：16．06 342．0�
11 ピースオンアース 牡2黒鹿54 石川裕紀人グリーンスウォード小笠 倫弘 新冠 アサヒ牧場 484－ 61：16．63� 44．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，549，200円 複勝： 54，614，200円 枠連： 16，025，400円
馬連： 74，898，900円 馬単： 34，437，500円 ワイド： 62，830，100円
3連複： 114，420，000円 3連単： 129，302，400円 計： 530，077，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 220円 � 320円 枠 連（6－8） 690円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 430円 �� 750円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 11，050円

票 数

単勝票数 計 435492 的中 � 114855（1番人気）
複勝票数 計 546142 的中 � 114290（2番人気）� 63185（4番人気）� 35643（7番人気）
枠連票数 計 160254 的中 （6－8） 17808（2番人気）
馬連票数 計 748989 的中 �� 65021（2番人気）
馬単票数 計 344375 的中 �� 15498（3番人気）
ワイド票数 計 628301 的中 �� 39437（2番人気）�� 21097（8番人気）�� 16086（13番人気）
3連複票数 計1144200 的中 ��� 25678（8番人気）
3連単票数 計1293024 的中 ��� 8480（24番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．3―11．9―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．7―45．6―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒストリックノヴァ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．7．10 福島4着

2019．4．7生 牝2鹿 母 ハナズリベンジ 母母 トロピカルフラワー 3戦1勝 賞金 6，710，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コストリッヒ号・ピースオンアース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月

12日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 パナシュ号

25014 9月12日 曇 良 （3中山4） 第2日 第2競走 2，000�2歳未勝利
発走10時35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

55 マイネルアルザス 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 458＋ 42：03．1 5．8�
77 ウ ロ ボ ン 牡2黒鹿54 菅原 明良井山 登氏 武井 亮 むかわ 市川牧場 452± 02：03．2� 2．3�
33 ヴァプンアート 牡2鹿 54 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 平取 赤石牧場 448＋ 62：03．3� 2．7�
89 ノーブルガルフ 牡2鹿 54 木幡 巧也吉木 伸彦氏 久保田貴士 浦河 中島牧場 478－ 42：03．51� 7．6�
44 マイムマイム 牝2青鹿 54

51 ▲横山 琉人�ミルファーム 小島 茂之 新ひだか 高橋 義浩 414＋ 4 〃 クビ 24．2	
11 フレンドオパール 牝2青鹿 54

51 ▲小林 脩斗横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 418＋ 22：03．82 51．3

810 パッションメーカー 牝2栗 54 野中悠太郎 �社台レースホース宮田 敬介 千歳 社台ファーム 440＋ 22：04．12 39．7�
22 セイウンフィーバー 牡2芦 54

51 ▲永野 猛蔵西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中山 高鹿康 426± 02：04．31� 88．0�
66 スピードクィーン 牝2鹿 54 武藤 雅小泉 禎剛氏 田島 俊明 浦河 グランデファーム 436－ 6 〃 ハナ 196．3
78 ネイチャーバラン 牡2鹿 54

51 ▲原 優介井上 修一氏 根本 康広 青森 石田 英機 460－ 22：04．51� 108．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 36，507，300円 複勝： 40，379，800円 枠連： 9，326，200円
馬連： 51，462，000円 馬単： 31，188，600円 ワイド： 39，119，000円
3連複： 77，613，400円 3連単： 146，052，900円 計： 431，649，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（5－7） 550円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 210円 �� 230円 �� 140円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 2，970円

票 数

単勝票数 計 365073 的中 � 52600（3番人気）
複勝票数 計 403798 的中 � 54139（3番人気）� 140276（1番人気）� 101063（2番人気）
枠連票数 計 93262 的中 （5－7） 13084（2番人気）
馬連票数 計 514620 的中 �� 70958（2番人気）
馬単票数 計 311886 的中 �� 17387（6番人気）
ワイド票数 計 391190 的中 �� 43362（2番人気）�� 37478（3番人気）�� 85043（1番人気）
3連複票数 計 776134 的中 ��� 178106（1番人気）
3連単票数 計1460529 的中 ��� 35545（7番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．7―12．6―13．0―12．1―12．1―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．0―37．7―50．3―1：03．3―1：15．4―1：27．5―1：39．3―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．6
1
3
5，4，9，1（2，7）10，3，8，6
5（4，9）（1，2）（8，7）（6，3，10）

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

勝馬の
紹 介

マイネルアルザス �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．7．11 福島6着

2019．4．14生 牡2鹿 母 ピ ノ ブ ラ ン 母母 フェートデュヴァン 4戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 ヴァプンアート号の騎手武士沢友治は，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。
※ネイチャーバラン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第４回 中山競馬 第２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



25015 9月12日 曇 良 （3中山4） 第2日 第3競走 1，800�2歳新馬
発走11時05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
1：52．7
1：50．9

良
不良

35 コマノカモン 牡2鹿 54 田辺 裕信長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 470 ―1：56．3 8．2�
36 テイエムアジアダン 牡2栗 54 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤川フアーム 516 ―1：57．04 47．3�
23 サトミノマロン 牡2栗 54 横山 武史田代 洋己氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 530 ―1：57．85 5．4�
611 ダイナマイトベルン 牡2鹿 54 横山 和生四本 昭弘氏 加藤士津八 浦河 まるとみ冨岡牧場 486 ―1：57．9� 18．3�
48 コパノカールトン 牡2栗 54 武藤 雅小林 祥晃氏 手塚 貴久 新ひだか 伊藤 敏明 536 ―1：58．32� 7．1�
714 リュウノイチモンジ 牡2栗 54

51 ▲永野 猛蔵二口 雅一氏 牧田 和弥 新ひだか サカイファーム 486 ―1：59．36 26．3�
510 フォレスタブル 牡2鹿 54

52 ◇藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 青森 清水 貞信 488 ―1：59．4アタマ 45．2	
47 リッキーファラオ 牡2鹿 54 菅原 明良中西 純穂氏 久保田貴士 日高 出口牧場 480 ― 〃 ハナ 5．4

12 トーセンアクティブ 牡2鹿 54 内田 博幸島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 466 ― 〃 クビ 55．2�
713 ライジングシャイン 牝2栗 54

52 △秋山 稔樹佐々木 基氏 本間 忍 新ひだか タツヤファーム 452 ―2：00．14 48．4
816 テンオーケオー 牡2栗 54 大野 拓弥天白 泰司氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 536 ―2：00．42 12．4�
612 ラ ク レ ッ ト 牡2鹿 54

51 ▲小林 凌大近藤 英二氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 502 ―2：00．61� 107．2�
（ハッショウ）

59 デザートサファリ 牡2黒鹿54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 平取 船越 伸也 462 ― 〃 ハナ 8．0�
24 アフリカンサウンズ 牡2栗 54 三浦 皇成 �吉澤ホールディングス 相沢 郁 浦河 オカモトファーム 534 ―2：02．4大差 6．5�
815 エンプレスツリー 牡2鹿 54 黛 弘人楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 萩澤 俊雄 466 ―2：05．7大差 208．4�
11 セ ル フ ィ ナ 牝2芦 54

51 ▲小林 脩斗松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 富塚ファーム 448 ―2：08．7大差 142．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，091，600円 複勝： 48，794，600円 枠連： 19，586，500円
馬連： 64，067，300円 馬単： 28，424，900円 ワイド： 56，579，100円
3連複： 98，523，100円 3連単： 102，173，400円 計： 456，240，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 260円 � 1，040円 � 220円 枠 連（3－3） 14，750円

馬 連 �� 18，560円 馬 単 �� 29，080円

ワ イ ド �� 3，740円 �� 870円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 28，040円 3 連 単 ��� 187，530円

票 数

単勝票数 計 380916 的中 � 38901（6番人気）
複勝票数 計 487946 的中 � 51757（5番人気）� 9888（11番人気）� 67178（3番人気）
枠連票数 計 195865 的中 （3－3） 1029（26番人気）
馬連票数 計 640673 的中 �� 2674（45番人気）
馬単票数 計 284249 的中 �� 733（79番人気）
ワイド票数 計 565791 的中 �� 3807（41番人気）�� 17531（10番人気）�� 3598（42番人気）
3連複票数 計 985231 的中 ��� 2635（84番人気）
3連単票数 計1021734 的中 ��� 395（536番人気）

ハロンタイム 12．8―12．4―13．9―13．6―13．0―12．7―12．9―12．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．2―39．1―52．7―1：05．7―1：18．4―1：31．3―1：44．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．9
1
3
5（9，11）（6，7）－14，13，16（4，15）（10，8）－12－（3，2）＝1
5（9，11）6（7，14，4）－13，8－（10，3，16）－（12，15）－2＝1

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

勝馬の
紹 介

コマノカモン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2019．4．8生 牡2鹿 母 コマノスクアーロ 母母 コ マ ノ マ コ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アフリカンサウンズ号・エンプレスツリー号・セルフィナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和3年10月12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 アイスジャイアント号・ハーモニーオリオン号・ブラックルパン号

25016 9月12日 曇 良 （3中山4） 第2日 第4競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走11時35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 � リンカーンテソーロ 牡3栗 55 横山 和生了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven

Steadings B462－ 21：10．8 4．5�
36 キ ミ ワ テ ル 牡3栗 55 武藤 雅浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：11．0� 3．0�
59 ネオレインボウ �5鹿 57 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 490＋ 61：11．32 16．1�
612 モーリスシチー 牡3栗 55 野中悠太郎 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか カタオカフアーム 494＋121：11．51	 51．5�
11 ラナチャンス 牡3鹿 55 菅原 明良西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 480＋ 61：11．6	 9．7�
816
 マブストーク 牡3鹿 55 木幡 巧也マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 486－ 2 〃 アタマ 5．4	
24 カップッチョ 牡4鹿 57 杉原 誠人
ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 472＋ 61：11．7クビ 85．6�
35 アドマイヤアリエル 牝4鹿 55 戸崎 圭太近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 446－ 41：11．8	 14．5�
48 
 ビービーグエル 牡4鹿 57

54 ▲小林 脩斗
坂東牧場 久保田貴士 新ひだか 松本牧場 512＋ 41：12．12 8．9
815 バットオールソー 牡6栗 57

54 ▲永野 猛蔵久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478± 01：12．2	 28．3�

714
 ショーショーショー 牡4栃栗57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 514＋ 21：12．3	 21．5�
510 キョシンタンカイ 牡4黒鹿57 菊沢 一樹國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 512－ 21：12．4� 37．8�
713 イサチルダイチ 牡5鹿 57 木幡 初也小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 500－161：12．82	 148．3�
611 トモジャバロンド 牡5黒鹿57 武士沢友治吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 486－121：13．0� 204．3�
47 サノノショウグン �7栗 57 内田 博幸佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 B456± 01：13．74 108．8�
23 
 ス パ ニ エ ル 牡4鹿 57 石川裕紀人杉山 忠国氏 高橋 文雅 新ひだか 明治牧場 446－101：16．2大差 86．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，832，100円 複勝： 73，383，600円 枠連： 19，533，400円
馬連： 89，876，100円 馬単： 37，192，700円 ワイド： 82，293，400円
3連複： 146，904，400円 3連単： 151，208，700円 計： 645，224，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 140円 � 330円 枠 連（1－3） 380円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 300円 �� 970円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 9，790円

票 数

単勝票数 計 448321 的中 � 79305（2番人気）
複勝票数 計 733836 的中 � 120020（2番人気）� 160257（1番人気）� 42574（6番人気）
枠連票数 計 195334 的中 （1－3） 39660（1番人気）
馬連票数 計 898761 的中 �� 110889（1番人気）
馬単票数 計 371927 的中 �� 19767（2番人気）
ワイド票数 計 822934 的中 �� 78519（1番人気）�� 20134（12番人気）�� 26683（8番人気）
3連複票数 計1469044 的中 ��� 46153（5番人気）
3連単票数 計1512087 的中 ��� 11189（15番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―11．8―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―45．5―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リンカーンテソーロ �
�
父 Carpe Diem �

�
母父 Vindication デビュー 2020．6．21 函館8着

2018．3．13生 牡3栗 母 Santa Vindi 母母 Santa Catalina 10戦2勝 賞金 18，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スパニエル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月12日まで平地競走

に出走できない。
※アドマイヤアリエル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



25017 9月12日 曇 良 （3中山4） 第2日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時25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
1：33．4
1：32．3

良
良

23 オ ル コ ス 牝2鹿 54 池添 謙一ライオンレースホース� 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 430 ―1：35．5 3．2�
47 ニシノメグレス 牝2黒鹿54 横山 和生西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 田上 徹 414 ―1：35．6クビ 16．4�
611 ライラスター 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 460 ―1：35．7� 2．5�
11 シカゴフットワーク 牡2鹿 54 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 日高 下河辺牧場 500 ― 〃 アタマ 16．1�
12 ダレモトメラレナイ 牝2鹿 54 木幡 初也�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 462 ―1：35．91� 8．6	
510� キスアンドテル 牝2鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 金成 貴史 愛 Godolphin 496 ― 〃 ハナ 17．4

714 ナックフローラ 牝2鹿 54 野中悠太郎小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 470 ―1：36．53� 30．8�
24 カクテルグラス 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 前谷 武志 408 ― 〃 クビ 42．2�
815 ミラーレイク 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 438 ―1：36．71� 81．9
612 ラ ズ ラ イ ト 牝2鹿 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 築紫 洋 448 ― 〃 クビ 62．1�
713 ノボマジック 牡2鹿 54 吉田 豊�LS.M 小野 次郎 日高 サンバマウン

テンファーム 460 ―1：36．8クビ 135．7�
48 フ リ フ リ 牝2黒鹿54 石川裕紀人 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 日高 中川 欽一 440 ―1：37．01� 18．7�
59 ツキニホエル 牡2栗 54 内田 博幸植村 仁氏 浅野洋一郎 浦河 木戸口牧場 408 ―1：37．31� 145．5�
35 オーブラック 牡2青鹿 54

51 ▲原 優介加藤 徹氏 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 482 ― 〃 ハナ 33．5�
36 マリノモマンドール 牝2黒鹿54 黛 弘人�クラウン 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 432 ―1：37．51� 199．8�
816 スナノヨウセイ 牝2黒鹿54 菅原 明良村田 哲朗氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 426 ―1：38．13� 61．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，934，300円 複勝： 60，940，100円 枠連： 16，943，100円
馬連： 76，436，800円 馬単： 37，144，900円 ワイド： 65，562，300円
3連複： 115，272，300円 3連単： 135，771，600円 計： 566，005，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 270円 � 120円 枠 連（2－4） 1，400円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 700円 �� 240円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 14，400円

票 数

単勝票数 計 579343 的中 � 145792（2番人気）
複勝票数 計 609401 的中 � 137552（2番人気）� 38262（5番人気）� 155976（1番人気）
枠連票数 計 169431 的中 （2－4） 9370（5番人気）
馬連票数 計 764368 的中 �� 23272（7番人気）
馬単票数 計 371449 的中 �� 6432（11番人気）
ワイド票数 計 655623 的中 �� 21635（7番人気）�� 80889（1番人気）�� 24578（5番人気）
3連複票数 計1152723 的中 ��� 40756（3番人気）
3連単票数 計1357716 的中 ��� 6834（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．9―47．9―1：00．1―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4F47．6―3F35．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オ ル コ ス �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2019．4．4生 牝2鹿 母 スウェアトウショウ 母母 タバサトウショウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ミラーレイク号は，装鞍所で右後肢落鉄。蹄鉄を再装着できずに出走。
※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 キャリアデザイン号・グラジオラス号・サラーラ号・セイウンコチョウ号・センタースリール号・ブルーグロット号・

ベアクイーン号・ランプロティタ号

25018 9月12日 曇 良 （3中山4） 第2日 第6競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

813� ツウカイヴィータ 牝4栗 55
52 ▲小林 脩斗木村 直樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 萩澤 泰博 B458－ 21：53．0 11．5�

68 エスシーヴィオラ 牝3栗 52
50 △秋山 稔樹工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 476－10 〃 クビ 8．8�

44 カナリキケン 牝3栗 52 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 490± 01：54．06 4．6�
45 アオイシチフク 牝3黒鹿52 大野 拓弥鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 480＋ 21：54．21� 5．6�
710 ティケイプルメリア 牝4鹿 55 藤岡 佑介田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 秋場牧場 470± 0 〃 ハナ 7．1�
22 レッドウッドヒル 牝3栗 52

49 ▲永野 猛蔵�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B466－ 81：55．05 23．1	

33 カイトレッド 牝4鹿 55
52 ▲原 優介本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 466± 01：55．63� 51．0


57 � テンナイトパール 牝5鹿 55
52 ▲小林 凌大天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 498＋ 41：55．7� 35．1�

69 ルミナスナイト 牝4栗 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 500－ 21：55．8クビ 18．8�
56 ユキヤコンコン 牝3芦 52 横山 武史椎名 節氏 上原 博之 浦河 杵臼牧場 472＋ 6 〃 ハナ 4．1
11 メデタシメデタシ 牝4鹿 55 田辺 裕信堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464＋ 21：56．11� 13．7�
711 シャドウアルテミス 牝3青鹿52 菅原 明良飯塚 知一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 426± 01：58．1大差 28．2�
812 ヤンチャプリヒメ 牝5鹿 55 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 450＋142：01．1大差 39．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，552，200円 複勝： 70，135，000円 枠連： 16，702，500円
馬連： 89，740，000円 馬単： 36，354，900円 ワイド： 82，436，800円
3連複： 133，873，100円 3連単： 143，519，900円 計： 620，314，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 270円 � 260円 � 200円 枠 連（6－8） 2，800円

馬 連 �� 3，930円 馬 単 �� 8，040円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 1，040円 �� 850円

3 連 複 ��� 7，740円 3 連 単 ��� 61，130円

票 数

単勝票数 計 475522 的中 � 33057（6番人気）
複勝票数 計 701350 的中 � 63221（6番人気）� 68208（5番人気）� 103458（2番人気）
枠連票数 計 167025 的中 （6－8） 4621（13番人気）
馬連票数 計 897400 的中 �� 17675（19番人気）
馬単票数 計 363549 的中 �� 3390（39番人気）
ワイド票数 計 824368 的中 �� 12778（22番人気）�� 20534（14番人気）�� 25412（7番人気）
3連複票数 計1338731 的中 ��� 12956（28番人気）
3連単票数 計1435199 的中 ��� 1702（235番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．7―13．6―13．0―12．0―11．8―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．7―50．3―1：03．3―1：15．3―1：27．1―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ツウカイヴィータ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 カリスタグローリ

2017．5．7生 牝4栗 母 ツウカイヤスナム 母母 エスケーロイヤル 7戦1勝 賞金 8，360，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャドウアルテミス号・ヤンチャプリヒメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年
10月12日まで平地競走に出走できない。



25019 9月12日 曇 良 （3中山4） 第2日 第7競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （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

22 アドマイヤチャチャ 牝4青 55
52 ▲永野 猛蔵近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B458＋101：34．0 19．5�

712 ユヌエトワール 牝4黒鹿55 横山 和生 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 414－ 6 〃 クビ 42．2�
69 ショウナンラスボス 牡3栗 55 三浦 皇成国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 462－ 41：34．42� 15．6�
46 ボ ー デ ン 牡3鹿 55 川田 将雅吉田 勝己氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 484－ 2 〃 クビ 1．1�
814 モメントグスタール �3鹿 55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中脇 満 460± 01：34．51 58．8	
813 エンブレムコード 牝3青鹿53 戸崎 圭太山口功一郎氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 458＋ 21：34．7� 7．2

57 � パリスデージー 牝4黒鹿55 田辺 裕信松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム 422－16 〃 クビ 23．0�
610� ヴィクトワールメイ 牝5黒鹿 55

53 △秋山 稔樹山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 460＋121：34．91 64．6�
33 � シ エ ル ヴ ァ 牝4鹿 55 菅原 明良�桑田牧場 上原 博之 浦河 桑田牧場 470＋19 〃 クビ 130．7
34 アクアマリンブルー �3栗 55 嶋田 純次青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 444－ 21：35．0クビ 64．7�
711 ウエスタンランポ 牝5鹿 55 柴田 善臣西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 424－ 21：35．11 120．8�
11 � マ ラ ッ カ 牝3鹿 53

51 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム 430－111：35．2クビ 268．3�
58 � ルリマツリムーン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子�イクタ 天間 昭一 新冠 村本牧場 490＋101：36．15 40．2�
45 フジマサディープ 牡5鹿 57 野中悠太郎藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 512＋ 81：36．31� 262．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 57，500，000円 複勝： 195，730，500円 枠連： 17，299，000円
馬連： 84，090，800円 馬単： 56，362，200円 ワイド： 75，138，400円
3連複： 131，890，900円 3連単： 266，398，900円 計： 884，410，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 1，120円 � 1，870円 � 650円 枠 連（2－7） 12，760円

馬 連 �� 25，210円 馬 単 �� 64，240円

ワ イ ド �� 4，030円 �� 1，530円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 46，020円 3 連 単 ��� 493，960円

票 数

単勝票数 計 575000 的中 � 23474（4番人気）
複勝票数 計1957305 的中 � 45878（4番人気）� 26826（6番人気）� 83358（3番人気）
枠連票数 計 172990 的中 （2－7） 1050（20番人気）
馬連票数 計 840908 的中 �� 2585（32番人気）
馬単票数 計 563622 的中 �� 658（61番人気）
ワイド票数 計 751384 的中 �� 4734（28番人気）�� 12877（15番人気）�� 8351（20番人気）
3連複票数 計1318909 的中 ��� 2149（78番人気）
3連単票数 計2663989 的中 ��� 391（514番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―12．2―12．0―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―34．9―47．1―59．1―1：10．7―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤチャチャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cactus Ridge デビュー 2019．9．21 阪神12着

2017．4．12生 牝4青 母 ホットチャチャ 母母 Reduced Sentence 18戦2勝 賞金 18，900，000円

25020 9月12日 曇 良 （3中山4） 第2日 第8競走

白井市市制施行20周年記念

��1，800�
し ろ い

白 井 特 別
発走14時00分（番組第9競走を順序変更） （芝・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
白井市長賞（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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

55 ル ヴ ァ ン 牡4鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B466－ 41：47．9 1．8�
11 ミ ア マ ン テ 牝4鹿 55 大野 拓弥吉田 勝己氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 440－ 21：48．0� 7．1�
22 ネバーゴーンアウト �4青鹿57 杉原 誠人岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 484＋ 61：48．21� 49．7�
44 ゲ バ ラ 牡5鹿 57 三浦 皇成 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 490＋101：48．31 5．1�
33 ステラドーロ 牝4栗 55 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 484＋ 81：48．51 3．6	
66 ドゥラモット 牝4黒鹿55 横山 和生合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474± 01：48．6� 12．3


（6頭）

売 得 金
単勝： 56，736，000円 複勝： 31，059，200円 枠連： 発売なし
馬連： 58，990，300円 馬単： 42，891，200円 ワイド： 35，459，700円
3連複： 59，544，900円 3連単： 221，105，000円 計： 505，786，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，250円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 13，550円

票 数

単勝票数 計 567360 的中 � 246958（1番人気）
複勝票数 計 310592 的中 � 107675（1番人気）� 48590（3番人気）
馬連票数 計 589903 的中 �� 82937（3番人気）
馬単票数 計 428912 的中 �� 44747（2番人気）
ワイド票数 計 354597 的中 �� 46186（2番人気）�� 6544（11番人気）�� 4630（14番人気）
3連複票数 計 595449 的中 ��� 9018（13番人気）
3連単票数 計2211050 的中 ��� 11828（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―36．3―48．2―1：00．1―1：12．8―1：24．9―1：36．4

コーナー
通過順位

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

2
4
2－5－6－3，1－4
2－5（3，4）6，1

勝馬の
紹 介

ル ヴ ァ ン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Monsun デビュー 2019．7．27 新潟7着

2017．2．5生 牡4鹿 母 ピュアブリーゼ 母母 ピューリティー 15戦3勝 賞金 44，780，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



25021 9月12日 曇 良 （3中山4） 第2日 第9競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時35分（番組第8競走を順序変更） （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

22 オンザライン 牡3青鹿54 横山 武史久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 450＋ 41：53．9 2．1�
56 タイセイマーベル 牡3栗 54 三浦 皇成田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム 498± 01：54．11� 5．4�
45 テンウォークライ 牡3栗 54 原田 和真天白 泰司氏 金成 貴史 日高 木村牧場 462－161：54．2� 12．9�
812 リズムオブザナイト 牡3鹿 54 内田 博幸吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B474± 01：54．41� 12．1�
69 ヴォーグマチネ 牡3鹿 54 木幡 巧也志村 幸彦氏 牧 光二 新冠 坂元 芳春 B480＋ 41：55．46 29．4�
68 ダイチヴィット 牡4芦 57 武士沢友治服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 456＋ 2 〃 アタマ 179．8�
11 エコロカナワン 牡3鹿 54 菅原 明良原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B486－ 41：55．5クビ 5．7	
711 リ ヴ ウ ェ ル 牡3黒鹿54 柴田 善臣西森 功氏 深山 雅史 浦河 市正牧場 488－141：56．45 9．7

710 サニーサンピング 牡3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵陳 立文氏 稲垣 幸雄 日高 日高大洋牧場 540－221：57．14 111．9�
813 エルセンブルグ 牡4芦 57 石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534＋121：57．2� 22．1
57 ネオボーゲン 牡4鹿 57

54 ▲小林 凌大西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 420－ 21：57．83� 214．2�
44 プ ル ク ラ �5栗 57 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B472＋101：58．11� 19．7�
33 スピリットノア 牡3芦 54 勝浦 正樹古賀 禎彦氏 田村 康仁 新冠 森永 聡 B520－ 62：01．1大差 153．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，171，800円 複勝： 64，046，600円 枠連： 20，182，700円
馬連： 110，323，900円 馬単： 48，958，800円 ワイド： 78，945，900円
3連複： 160，217，500円 3連単： 216，421，300円 計： 755，268，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 150円 � 230円 枠 連（2－5） 570円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 270円 �� 380円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 6，310円

票 数

単勝票数 計 561718 的中 � 213370（1番人気）
複勝票数 計 640466 的中 � 181829（1番人気）� 111788（2番人気）� 52190（6番人気）
枠連票数 計 201827 的中 （2－5） 27248（1番人気）
馬連票数 計1103239 的中 �� 138261（1番人気）
馬単票数 計 489588 的中 �� 38816（1番人気）
ワイド票数 計 789459 的中 �� 82291（1番人気）�� 53170（3番人気）�� 19210（14番人気）
3連複票数 計1602175 的中 ��� 57610（7番人気）
3連単票数 計2164213 的中 ��� 24856（12番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．4―12．7―12．4―12．5―12．9―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．7―49．4―1：01．8―1：14．3―1：27．2―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オンザライン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．29 東京7着

2018．5．12生 牡3青鹿 母 ステラスターライト 母母 ノーブルステラ 6戦2勝 賞金 16，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スピリットノア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月12日まで平地競走

に出走できない。

25022 9月12日 曇 良 （3中山4） 第2日 第10競走 ��1，200�セプテンバーステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス，2．9．12以降3．9．5まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝
利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

22 ショウナンバビアナ 牝5青鹿53 池添 謙一国本 哲秀氏 加藤士津八 日高 下河辺牧場 B468－ 61：07．4 32．4�
23 コスモカルナック 牡4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 中山 高鹿康 496＋ 4 〃 クビ 5．1�
35 レ ノ ー ア 牝5栗 53 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 B426－ 41：07．6� 11．1�
59 インスピレーション 牡6黒鹿54 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 B476－ 6 〃 クビ 14．7�
814 ブレイブメジャー 牡5鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：07．7クビ 7．4�
11 グッドジュエリー 牝6芦 52 戸崎 圭太長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 B470± 0 〃 ハナ 6．9	
712� デルマカトリーナ 牝5鹿 53 横山 武史浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 440± 0 〃 アタマ 8．2

46 � フォッサマグナ �5黒鹿54 津村 明秀吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 Lofts Hall

Stud 476－ 21：07．91� 18．6�
47 フォイアーロート 牡3青鹿53 三浦 皇成吉田 勝己氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 ハナ 10．9�
611 ナンヨーアミーコ �8栗 55 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 434＋ 61：08．21� 51．9
34 トロワマルス 牝4鹿 52 野中悠太郎山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 478＋ 8 〃 ハナ 19．9�
610 グッドマックス 牝4芦 52 木幡 巧也長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 470＋ 21：08．3アタマ 25．6�
815 シャワークライム 牝5黒鹿52 武藤 雅吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B462－ 2 〃 クビ 45．3�
713 ト キ メ キ 牝4栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 506＋ 41：08．61� 6．4�
58 ペイシャドリーム 牝5鹿 52 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 新冠 ラツキー牧場 B460＋ 21：10．310 27．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，763，400円 複勝： 96，721，700円 枠連： 41，278，400円
馬連： 189，616，700円 馬単： 62，387，100円 ワイド： 130，077，600円
3連複： 299，177，500円 3連単： 298，002，300円 計： 1，182，024，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，240円 複 勝 � 730円 � 200円 � 360円 枠 連（2－2） 11，660円

馬 連 �� 9，650円 馬 単 �� 23，110円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 4，050円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 25，380円 3 連 単 ��� 255，070円

票 数

単勝票数 計 647634 的中 � 15953（13番人気）
複勝票数 計 967217 的中 � 29355（13番人気）� 149949（1番人気）� 68169（7番人気）
枠連票数 計 412784 的中 （2－2） 2743（31番人気）
馬連票数 計1896167 的中 �� 15223（43番人気）
馬単票数 計 623871 的中 �� 2024（106番人気）
ワイド票数 計1300776 的中 �� 10007（47番人気）�� 8125（59番人気）�� 30214（7番人気）
3連複票数 計2991775 的中 ��� 8840（96番人気）
3連単票数 計2980023 的中 ��� 847（1050番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―10．9―11．2―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．3―44．5―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．1
3 4，5，8（3，7）（2，12）（6，10，13）－（9，14）（1，11）15 4 4（3，5）（2，7）（8，12，13）6（10，1）（9，14，11）15

勝馬の
紹 介

ショウナンバビアナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．3．23 中山5着

2016．5．5生 牝5青鹿 母 シェイクズセレナーデ 母母 Desert Stormer 19戦4勝 賞金 55，745，000円

１レース目 ３レース目



25023 9月12日 曇 良 （3中山4） 第2日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第66回京成杯オータムハンデキャップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，2．9．12以降3．9．5まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

12 カ テ ド ラ ル 牡5鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 482± 01：32．0 15．4�
59 コントラチェック 牝5黒鹿55．5 大野 拓弥 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 クビ 36．8�
11 グレナディアガーズ 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 460± 01：32．1� 2．8�
713 スマートリアン 牝4鹿 53 三浦 皇成大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 478－ 2 〃 ハナ 21．1�
510 カ ラ テ 牡5黒鹿57 菅原 明良小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 532＋121：32．2� 8．4�
36 レ イ エ ン ダ �6黒鹿57 津村 明秀 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488－ 61：32．3クビ 158．2	
35 ステルヴィオ 牡6鹿 58 横山 武史 �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 500± 01：32．4� 20．0

47 マルターズディオサ 牝4青鹿55 田辺 裕信藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 448－ 2 〃 クビ 8．6�
48 ワイドファラオ 牡5栗 57．5 柴田 善臣幅田 昌伸氏 辻野 泰之 新ひだか フジワラフアーム B512＋ 41：32．72 78．1�
816 スマイルカナ 牝4芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 438＋ 61：32．8� 21．5
24 グランデマーレ 牡4芦 55 藤岡 康太 �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 512＋ 41：32．9� 9．2�
612 カレンシュトラウス 牡4鹿 55 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 浦河 高昭牧場 524＋101：33．0	 11．4�
815 アカノニジュウイチ 牝4鹿 53 横山 典弘�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：33．1� 28．4�
23 ベステンダンク 牡9栗 56 武藤 雅市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 B506－161：33．2クビ 166．2�
611 バスラットレオン 牡3鹿 54 藤岡 佑介広尾レース� 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 482－ 21：33．3� 6．2�
714 マイスタイル 牡7鹿 57 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 462－ 81：33．51
 52．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 307，844，100円 複勝： 375，773，500円 枠連： 154，005，900円 馬連： 850，581，400円 馬単： 288，424，400円
ワイド： 589，341，300円 3連複： 1，579，214，700円 3連単： 1，803，085，600円 5重勝： 744，524，600円 計： 6，692，795，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 310円 � 870円 � 150円 枠 連（1－5） 840円

馬 連 �� 24，320円 馬 単 �� 48，260円

ワ イ ド �� 5，180円 �� 770円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 24，750円 3 連 単 ��� 238，060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����� 4，343，060円

票 数

単勝票数 計3078441 的中 � 159123（7番人気）
複勝票数 計3757735 的中 � 279826（6番人気）� 84577（13番人気）� 886930（1番人気）
枠連票数 計1540059 的中 （1－5） 142002（2番人気）
馬連票数 計8505814 的中 �� 27097（66番人気）
馬単票数 計2884244 的中 �� 4482（131番人気）
ワイド票数 計5893413 的中 �� 28324（59番人気）�� 208874（5番人気）�� 51265（41番人気）
3連複票数 計15792147 的中 ��� 47852（92番人気）
3連単票数 計18030856 的中 ��� 5491（823番人気）
5重勝票数 計7445246 的中 ����� 120

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―34．6―45．6―56．8―1：08．2―1：19．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

カ テ ド ラ ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2018．7．8 中京1着

2016．2．9生 牡5鹿 母 ア ビ ラ 母母 Animatrice 19戦4勝 賞金 182，407，000円
〔制裁〕 マイスタイル号の騎手横山和生は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・8番）
〔その他〕 カレンシュトラウス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カレンシュトラウス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年10月12日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 トライン号・レッドヴェイロン号

25024 9月12日 曇 良 （3中山4） 第2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）

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

815 カ イ ア ワ セ 牝4栗 55 戸崎 圭太内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 日高 オリオンファーム 452＋ 61：11．0 5．1�
12 ダイシンウィット 牡4栗 57

55 △秋山 稔樹大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B502－ 41：11．95 47．6�
510 オンリーワンスター 牝8鹿 55 和田 翼�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 464± 01：12．0� 29．3�
48 ピュアブリス 牝3鹿 53

51 ◇藤田菜七子水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 B454± 01：12．1� 8．1�
47 ケイアイマリブ 牡6鹿 57

54 ▲小林 凌大 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 B488＋ 61：12．2クビ 37．9	
713 ピ ナ ク ル ズ �8黒鹿 57

54 ▲横山 琉人ライオンレースホース� 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 514± 01：12．3� 46．0

36 ソ ラ ン 牡4黒鹿57 丹内 祐次鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 B522－101：12．4� 53．1�
714 デルマクリスタル 牝4青鹿 55

52 ▲小林 脩斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 482＋ 81：12．71� 36．6�
35 	 サプライズレター 牝5黒鹿55 野中悠太郎熊坂 俊一氏 根本 康広 新冠 松浦牧場 408－ 61：12．8� 295．1
612 ドラゴンズバック 牡4鹿 57 勝浦 正樹田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 462－ 81：13．12 152．4�
23 アロハブリーズ 牝5栗 55

52 ▲永野 猛蔵�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 488－ 5 〃 ハナ 44．0�
59 ラインオブフェイト 牝3栗 53 武藤 雅 �YGGホースクラブ 田島 俊明 日高 奥山 博 458－ 21：13．2クビ 9．0�
611 インウィクトス 牡4鹿 57

54 ▲原 優介加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 468－ 2 〃 ハナ 8．9�
11 イベリスリーフ 牝5栗 55 菅原 明良 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 464± 01：13．3� 9．7�
24 プロバーティオ 牡3鹿 55 三浦 皇成�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 496± 01：13．4� 2．4�
816 グッドヒューマー �7栗 57 宮崎 北斗ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 490－181：13．72 86．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 112，449，200円 複勝： 133，558，300円 枠連： 54，306，600円
馬連： 247，473，500円 馬単： 102，801，000円 ワイド： 207，000，000円
3連複： 398，220，900円 3連単： 496，794，500円 計： 1，752，604，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 900円 � 490円 枠 連（1－8） 2，190円

馬 連 �� 16，480円 馬 単 �� 28，010円

ワ イ ド �� 4，300円 �� 1，760円 �� 11，210円

3 連 複 ��� 72，280円 3 連 単 ��� 369，410円

票 数

単勝票数 計1124492 的中 � 176151（2番人気）
複勝票数 計1335583 的中 � 231537（2番人気）� 32493（12番人気）� 64938（7番人気）
枠連票数 計 543066 的中 （1－8） 19164（10番人気）
馬連票数 計2474735 的中 �� 11634（40番人気）
馬単票数 計1028010 的中 �� 2752（68番人気）
ワイド票数 計2070000 的中 �� 12345（41番人気）�� 31003（17番人気）�� 4690（73番人気）
3連複票数 計3982209 的中 ��� 4132（170番人気）
3連単票数 計4967945 的中 ��� 975（821番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．3―12．4―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．4―45．8―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ イ ア ワ セ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．13 福島7着

2017．4．12生 牝4栗 母 フローラルパレス 母母 フラワーパーク 23戦3勝 賞金 39，216，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グローサーベア号・パイプライン号
（非抽選馬） 2頭 サイファーシチー号・ジャックオレンジ号

５レース目



（3中山4）第2日 9月12日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

262，420，000円
2，770，000円
31，820，000円
1，530，000円
28，970，000円
69，615，500円
4，864，500円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
923，931，200円
1，245，137，100円
385，189，700円
1，987，557，700円
806，568，200円
1，504，783，600円
3，314，872，700円
4，109，836，500円
744，524，600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
5 重 勝
計 15，022，401，300円

総入場人員 3，960名 （有料入場人員 3，645名）
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